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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 28,238 △3.8 405 ― 417 ― 121 ―
21年3月期第3四半期 29,348 ― △42 ― △136 ― △688 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 1,233.96 1,225.10
21年3月期第3四半期 △8,808.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 14,608 4,078 21.6 29,350.42
21年3月期 13,931 3,761 19.3 31,323.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,156百万円 21年3月期  2,695百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 500.00 ―
22年3月期 

（予想） 1,000.00 1,500.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
株式数の変動により１株当たり当期純利益のみを変更しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,800 △0.8 530 120.3 500 253.8 280 121.8 2,788.40
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 109,490株 21年3月期  87,990株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,947株 21年3月期  1,947株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  98,083株 21年3月期第3四半期 78,188株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業のコスト削減活動の継続、雇用環境の悪化、
節約志向による個人消費の低迷などにより景気は総じて弱含みで推移しました。在庫調整の進展、外需
の回復等による企業収益の改善などが一部にみられ、景気底入れ感はあるものの、当社グループを取り
巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続いております。 
 こうしたなか、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、前年同四半期の29,348百万円
から3.8％減少し28,238百万円となりました。 
 また、前連結会計年度より引き続き推進しております、「経営改革」による収益力の向上とコスト削
減により収益は改善され、営業損益は前年同四半期の42百万円の損失から448百万円増加し405百万円の
利益となり、経常損益は前年同四半期の136百万円の損失から553百万円増加し417百万円の利益、四半
期純損益は前年同四半期の688百万円の損失から809百万円増加し121百万円の利益となりました。 
 なお、各セグメントにおける業績は、以下のとおりであります。 
  

(ソリューション事業)  
ソリューション事業においては、引き続き、ビジネスホン等の通信機器並びにコピー機、複合機等のＯ

Ａ機器及び法人携帯の販売基盤の拡大に注力する一方、テレマーケティングシステムの活用による情報管
理の徹底等、営業活動の効率化を推進しました。コンシューマー向けの回線サービスにおいては、アウト
バウンドコールセンターの充実並びに訪問営業のインフラ整備を行いました。また、人材の採用と教育研
修の強化による人材の活性化に注力しました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の9,875百万円から3.2％減少し、9,563百万円となったものの、営
業利益は前年同四半期の398百万円から42.0%増加し、566百万円となりました。 
  
(モバイル事業) 
移動通信市場では、携帯電話端末販売方式の変更や国内景気低迷により販売台数は減少となりました

が、当社グループにおいては販売価格の安定や新機種販売等により堅調に推移いたしました。 
 前連結会計年度に実施した店舗事業譲渡により、売上高は大幅な減少となりましたが、採算性の高いド
コモショプ5店舗の運営に注力した結果、収益は大幅な改善となりました。  
 以上により、売上高は前年同四半期の1,946百万円から、40.6％減少し1,155百万円となり、営業損益は
前年同四半期の86百万円の損失から128百万円増加し、41百万円の利益となりました。 
  
(サービス＆サポート事業) 
ＩＳＰサービスは、イベントの開催や営業力強化による、法人向けポータルサイト「Bizloop」の登録

件数増加並びにISPの新メニューの販売に注力しました。 
 しかし、前連結会計年度に実施した子会社の売却により売上高、営業利益ともに減少いたしました。 
 以上により、売上高は前年同四半期の1,189百万円から13.7％減少し1,026百万円となり、営業利益は前
年同四半期の157百万円から7.3％減少し、146百万円となりました。 
  
(マーキングサプライ事業) 
マーキングサプライ事業においては、インクジェットカートリッジの売上が回復基調であるものの、ト

ナーカートリッジの売上は、企業の経費削減の流れを受け国内外とも厳しい状況で推移しました。 
 しかし、このような状況のもと、当連結会計年度から開始しました環境に配慮した新商材であるＬＥＤ
照明の販売が当第３四半期に大きく伸びたこと等により売上高は増加いたしました。また、前年同四半期
と比べコスト削減等により収益率が向上したことにより利益も増加いたしました。 
 以上により、売上高は前年同四半期の16,471百万円から1.3％増加し16,677百万円となり、営業利益は
前年同四半期の94百万円から118.8％増加し206百万円となりました。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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①  資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ677百万円増加し、14,608百万円と
なりました。これは、受取手形及び売掛金が1,830百万円増加し、現金及び預金が1,284百万円減少した
こと等によるものであります。 
当第３四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、10,530百万円とな

りました。これは、支払手形及び買掛金が217百万円増加したこと等によるものであります。 
当第３四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し、4,078百万円と

なりました。これは、資本金が197百万円、資本剰余金が197百万円、利益剰余金が67百万円それぞれ増
加し、少数株主持分が152百万円減少したこと等によるものであります。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,181百万円減少
し、2,382百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,771百万円（前年同四半期は395百万円の収入）の支出とな
りました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益を377百万円計上した一方で、売上債権が
1,831百万円、たな卸資産が188百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円（前年同四半期は2,217百万円の収入）の支出とな
りました。これは、主として、貸付による支出70百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、660百万円（前年同四半期は2,659百万円の支出）の収入とな
りました。これは、主として、株式発行による収入394百万円等によるものであります。 
  

業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理) 

①一般債権の貸倒見積高の算出方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算出しておりま
す。 

②固定資産の減価償却費の算出方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出
する方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算出に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 
  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事
契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より
適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗
部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価
比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

株式会社エフティコミュニケーションズ（2763） 平成22年３月期 第３四半期決算短信
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,561,689 3,845,956

受取手形及び売掛金 6,536,215 4,706,088

商品 1,745,626 1,569,905

原材料及び貯蔵品 15,750 4,519

その他 866,175 748,265

貸倒引当金 △137,671 △115,077

流動資産合計 11,587,787 10,759,657

固定資産   

有形固定資産 1,307,067 1,324,306

無形固定資産   

のれん 257,854 354,509

その他 117,768 96,427

無形固定資産合計 375,622 450,936

投資その他の資産   

その他 1,414,419 1,535,950

貸倒引当金 △76,138 △139,780

投資その他の資産合計 1,338,280 1,396,169

固定資産合計 3,020,971 3,171,412

資産合計 14,608,758 13,931,069

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,899,366 3,681,683

短期借入金 2,586,600 2,134,000

1年内返済予定の長期借入金 246,512 153,949

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 132,333 76,010

賞与引当金 80,452 172,226

返品調整引当金 12,335 23,688

事務所移転費用引当金 － 18,198

その他 1,383,246 1,587,454

流動負債合計 8,540,846 8,047,210

固定負債   

社債 200,000 400,000

長期借入金 1,650,340 1,468,924

退職給付引当金 31,515 28,223

その他 107,972 225,494

固定負債合計 1,989,828 2,122,641

負債合計 10,530,675 10,169,851

株式会社エフティコミュニケーションズ（2763） 平成22年３月期 第３四半期決算短信

-6- 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,158,428 961,058

資本剰余金 1,087,530 890,160

利益剰余金 1,266,826 1,199,567

自己株式 △330,036 △330,036

株主資本合計 3,182,750 2,720,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,997 △1,320

繰延ヘッジ損益 △23,155 △18,195

為替換算調整勘定 △9,159 △6,077

評価・換算差額等合計 △26,317 △25,593

新株予約権 7,742 74

少数株主持分 913,907 1,065,985

純資産合計 4,078,083 3,761,217

負債純資産合計 14,608,758 13,931,069

株式会社エフティコミュニケーションズ（2763） 平成22年３月期 第３四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,348,201 28,238,012

売上原価 22,869,371 21,710,903

売上総利益 6,478,830 6,527,109

返品調整引当金戻入額 8,642 11,352

差引売上総利益 6,487,472 6,538,462

販売費及び一般管理費 6,530,251 6,133,061

営業利益又は営業損失（△） △42,778 405,400

営業外収益   

受取ロイヤリティー 23,337 40,025

持分法による投資利益 5,667 －

その他 41,082 43,735

営業外収益合計 70,087 83,761

営業外費用   

支払利息 90,482 59,648

デリバティブ解約損 62,881 －

その他 9,988 12,478

営業外費用合計 163,353 72,126

経常利益又は経常損失（△） △136,043 417,035

特別利益   

固定資産売却益 28,472 －

貸倒引当金戻入額 － 14,239

デリバティブ評価益 74,910 －

その他 2,655 569

特別利益合計 106,038 14,808

特別損失   

減損損失 217,304 －

投資有価証券評価損 118,069 42,564

店舗閉鎖損失 43,727 －

その他 120,840 11,373

特別損失合計 499,942 53,938

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△529,947 377,906

法人税、住民税及び事業税 120,506 163,150

法人税等調整額 8,822 14,570

法人税等合計 129,328 177,720

少数株主利益 29,474 79,155

四半期純利益又は四半期純損失（△） △688,751 121,030
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△529,947 377,906

減価償却費 127,006 94,475

減損損失 217,304 －

のれん償却額 142,228 96,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,674 18,639

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,249 △91,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,454 3,292

受取利息及び受取配当金 △6,809 △5,437

支払利息 90,482 59,648

店舗閉鎖損失 43,727 －

関係会社株式売却損益（△は益） 45,790 －

投資有価証券評価損益（△は益） 118,069 42,564

返品調整引当金の増減額（△は減少） 20,175 △11,352

売上債権の増減額（△は増加） 50,814 △1,831,896

たな卸資産の増減額（△は増加） 900,652 △188,145

仕入債務の増減額（△は減少） △389,987 207,718

未払消費税等の増減額（△は減少） － △96,109

その他 △195,799 △288,237

小計 693,587 △1,612,054

利息及び配当金の受取額 7,445 5,206

利息の支払額 △100,473 △61,279

法人税等の支払額 △205,260 △110,833

法人税等の還付額 － 7,930

営業活動によるキャッシュ・フロー 395,299 △1,771,031

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △70,929 △173,505

定期預金の払戻による収入 1,451,369 273,265

固定資産の取得による支出 △60,787 △111,628

固定資産の売却による収入 2,832 －

投資有価証券の取得による支出 △1,054 △40,454

投資有価証券の売却による収入 － 17,166

貸付けによる支出 △28,100 △70,520

貸付金の回収による収入 27,502 40,866

差入保証金の差入による支出 △145,564 △90,429

差入保証金の回収による収入 125,328 93,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

525,363 －

事業譲渡による収入 372,177 －

その他の支出 △8,059 △4,570

その他の収入 27,640 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,217,720 △66,643
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,320,000 452,600

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △816,902 △126,021

社債の償還による支出 △567,850 △200,000

株式の発行による収入 376,891 394,740

連結子会社の自己株式取得による支出 △103,137 △160,686

配当金の支払額 △214,929 △53,771

少数株主への配当金の支払額 △13,345 △49,345

その他 － 2,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,659,272 660,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,022 △4,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,274 △1,181,784

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,199 3,564,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,867,925 2,382,864
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該当事項はありません。 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

 
３ 会計処理方法の変更 

(返品調整引当金) 

 当第１四半期連結会計期間より、将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実績率に基づき、当該

返品に伴う売上総利益相当額を計上しております。 

なお、この変更により、ソリューション事業において、従来と同一の基準によった場合に比べ、当第３四

半期連結累計期間の売上総利益が、8,642千円増加し、営業利益が同額増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ソリューシ

ョン事業 

(千円)

モバイル 

事業 

(千円)

サービス＆

サポート事

業 

(千円)

マーキング

サプライ 

事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

9,851,284 1,946,106 1,142,918 16,407,891 29,348,201 ― 29,348,201

(2) セグメント間の
内部売上高
又は振替高

24,240 ― 46,160 63,510 133,911 (133,911) ―

計 9,875,525 1,946,106 1,189,079 16,471,401 29,482,113 (133,911) 29,348,201

営業利益又は 
営業損失（△）

398,705 △ 86,469 157,745 94,540 564,521 (607,300) △ 42,778

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ＯＡ機器、ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミ
リ、複合機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次
手数料、Ｗｅｂ構築パック、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、金融サービス（ファクタリング）

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

 
  

２ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント
情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント
情報の記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

当社は、平成21年７月31日付けで、株式会社ハローコミュニケーションズ、畔柳誠及び平﨑敏之から
第三者割当増資の払込みを受けております。この結果、第２四半期連結会計期間において資本金が
197,370千円、資本準備金が197,370千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金
1,158,428千円、資本剰余金1,087,530千円となっております。 

                   

ソリューシ

ョン事業 

(千円)

モバイル 

事業 

(千円)

サービス＆

サポート事

業 

(千円)

マーキング

サプライ 

事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

9,540,875 1,155,171 988,837 16,553,128 28,238,012 ― 28,238,012

(2) セグメント間の
内部売上高
又は振替高

22,885 ― 37,487 124,509 184,882 (184,882) ―

計 9,563,760 1,155,171 1,026,324 16,677,637 28,422,894 (184,882) 28,238,012

営業利益 566,026 41,946 146,272 206,822 961,068 (555,667) 405,400

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ビジネスホン、ＯＡ機器、法人向け携帯サービス、セキュリティー商
品、ネットワーク取次手数料、据付・保守料、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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