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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 2,607 △35.6 △99 ― △115 ― △109 ―

21年9月期第2四半期 4,051 ― △526 ― △541 ― △974 ―

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9月期第2四半期 △488.87 ―

21年9月期第2四半期 △16,125.67 ―

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9月期第2四半期 2,287 305 13.3 1,363.82
21年9月期 3,345 420 12.3 1,847.13

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  304百万円 21年9月期  412百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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  
 

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 5,800 △23.7 180 ― 160 ― 110 ― 492.55
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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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 223,327株 21年9月期  223,327株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  130株 21年9月期  130株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 223,197株 21年9月期第2四半期  60,425株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、アジアを中心とした海外新興国からの需要増加や、

緩やかながらも米国をはじめとする先進国の経済情勢の改善への兆しが見え始めたことなどから、外需主

導による一部の景気指標の改善が見られつつありますが、企業収益の回復や雇用情勢の不安定感の解消を

実感するまではにいたっておらず、依然として先行きの不透明感が続いている状況となりました。 

当社グループが属する情報通信関連業界におきましても、ブロードバンドを活用した様々なサービスが

本格展開される機運が高まりつつあるものの、当社グループの主要顧客である中小企業向け市場において

は、長引く不況による設備投資意欲の減退、リース契約の承認率が低水準に停滞していることなどによ

り、市場全体が縮小傾向にあり、当社グループを取り巻く環境は企業間の競争激化と寡占化の進行が予想

されます。 

こうした経営環境のなか、当社グループは、製販一体型ビジネスモデルによる情報通信インフラの「ワ

ンストップサービスカンパニー」を目指し、顧客満足の追求と企業価値の 大化に向け継続して取り組む

なか、経営資源の選択と集中により、創業以来の強みであった法人向けビジネスに特化し、情報通信関連

業界での競争に勝ち抜く企業体質作りに取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、情報通信機器販売事業においては、事業セグメント内の再編を実

施し、直営チャネル主導による営業生産性の向上、販売網の再拡大に取り組みました。情報通信機器製造

事業においては、前連結会計年度末に不採算事業であったＰＨＳ端末の製造事業から撤退したことを受

け、法人向け商品に特化する事業構造の転換に取り組みました。その結果、連結売上高は前年同四半期比

35.6％減の2,607百万円となりました。利益面では、上記の不採算事業からの撤退、拠点、組織の統廃

合、海外子会社への間接業務のＢＰＯ（Business Process Outsourcingの略称）の推進、更には役員報酬

並びに従業員給与の減額措置を継続するなど、グループを挙げた徹底した経費削減に取り組みました。こ

れらの取り組みの結果、連結営業損失99百万円（前年同四半期は526百万円の損失）、連結経常損失115百

万円（前年同四半期は541百万円の損失）、四半期連結純損失につきましては、109百万円（前年同四半期

は974百万円の損失）と赤字幅は大幅に縮小したものの黒字転換にはいたりませんでした。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(ａ) 情報通信機器販売事業 

情報通信機器販売事業においては、主要顧客である中小企業の設備投資意欲減退、リース契約承認率が

依然として低水準で推移する厳しい市場環境のなか、デジタル複合機（複写機、プリンター、イメージス

キャナ、ファクシミリなどの機能が一体となった複合機）においてはカラー比率の向上による販売単価ア

ップ、ビジネスホンにおいては２月より本格的に出荷を開始した自社ブランド商品である「アノア」の先

行販売に取り組みました。また、平成21年６月より当社グループが加盟した「中小企業振興ネットワー

ク」との協業やクロスセルによる商談機会の増加や３月より開始した全直営支店統一の「支店運営オペレ

ーション」等、営業生産性の向上に注力いたしました。 

 これらの直営チャネル主導の成長戦略の推進に加え、ＦＣ加盟店、代理店チャネルではスーパーバイザ

ーによる営業支援強化、新規加盟店、代理店開拓に取り組んだ結果、売上高は2,326百万円（前年同四半

期比2.8％減）、営業利益は112百万円（前年同四半期比37.8％増）となりました。 

(ｂ) 情報通信機器製造事業 

情報通信機器製造事業においては、前連結会計年度末にＰＨＳ端末の製造事業を譲渡し、法人向け商品

・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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に特化する事業構造の転換に取り組んだことにより、売上高は大幅に縮小し280百万円（前年同四半期

比83.1％減）となりました。営業損益は、次期主力商品として開発を進めてきたＩＰビジネスホンの出荷

が当初の計画から大幅に遅れたことから、販売管理費の圧縮に努め、損失額は縮小したものの、製造費

用、開発費、営業経費を補うことができず、71百万円の営業損失（前年同四半期は407百万円の損失）と

なりました。 

  

  （セグメント別売上高） 

 
  （注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

 当第２四半連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末より1,057百万円減少し、2,287

百万円となりました。これは主にＰＨＳ端末の製造事業の譲渡による売上減少に伴い、受取手形及び売

掛金が減少したこと等によるものであり、受取手形及び売掛金が319百万円、未収入金が407百万円、そ

れぞれ減少しました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末より942百万円減少し、1,982百万円となりました。これは有

利子負債の圧縮により、短期借入金が694百万円、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が16百

万円、それぞれ減少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末より115百万円減少し、305百万円となりました。これは主

に当第２四半期連結累計期間の四半期純損失による純資産の減少109百万円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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ133百万円減少し、403百万円となりました。営業活動で55百万円、投資活動で523百万円を

それぞれ獲得し、財務活動により712百万円を使用したことによるものです。 

なお、当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、55百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が

106百万円となりましたが、売上債権の回収により320百万円増加したこと、仕入債務が64百万円減少

したこと等によるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、523百万円となりました。これは、連結子会社である株式会社ア

スモが前連結会計年度末においてＰＨＳ端末の製造事業を譲渡したことにより、399百万円を獲得し

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

 情報通信機器販売事業

 直営店 1,032,543

 ＦＣ加盟店 904,928

 代理店 388,692

  計 2,326,164

 情報通信機器製造事業 280,875

合計 2,607,040

2. 連結財政状態に関する定性的情報

レカムホールディングス㈱（3323）平成22年9月期　第２四半期決算短信

－4－



たこと等によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、712百万円となりました。これは、有利子負債の圧縮を進め、短

期借入金が694百万円、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が16百万円、それぞれ減少した

こと等によるものです。 

  

当連結会計年度（平成22年９月期）の通期業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表いたしま

した業績予想からの変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

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定する

方法によっております。 

  

 (四半期連結貸借対照表関係) 

  前第２四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めていた「投資有価証券」

は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第２四半期連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資有価証券」は

26百万円であります。 

  

持株会社である当社の第２四半期累計期間の業績は、グループの管理部門機能の集約を推し進め、販

売管理費の圧縮に努めてまいりましたが、当初見込んでいた人員の削減が計画に比して遅れたこと等に

より、その他の経費削減で吸収するにいたらなかったこと、および本日別途開示いたしました特別損失

の計上により、売上高127百万円、営業損失19百万円、経常損失14百万円、四半期純損失308百万円とな

りました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(4) 個別経営成績に関する定性的情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 447,051 688,589

受取手形及び売掛金 975,769 1,295,560

商品及び製品 158,075 93,878

仕掛品 4,634 12,530

原材料及び貯蔵品 22,724 56,770

その他 82,892 531,127

貸倒引当金 △16,464 △11,400

流動資産合計 1,674,683 2,667,056

固定資産   

有形固定資産 36,463 45,593

無形固定資産   

のれん 231,118 255,131

その他 43,035 57,072

無形固定資産合計 274,153 312,204

投資その他の資産   

投資有価証券 235,700 －

その他 74,084 326,321

貸倒引当金 △7,731 △5,831

投資その他の資産合計 302,053 320,489

固定資産合計 612,670 678,287

資産合計 2,287,353 3,345,343

負債の部   

流動負債   

買掛金 522,068 586,981

短期借入金 923,472 1,618,000

1年内返済予定の長期借入金 14,588 24,653

未払法人税等 4,837 8,192

預り金 348,172 343,021

引当金 4,389 5,606

その他 102,946 265,481

流動負債合計 1,920,473 2,851,936

固定負債   

長期借入金 29,624 35,876

負ののれん 8,296 8,889

その他 23,678 27,921

固定負債合計 61,599 72,686

負債合計 1,982,073 2,924,622
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 915,450 915,450

資本剰余金 794,928 794,928

利益剰余金 △1,412,866 △1,303,753

自己株式 △845 △845

株主資本合計 296,667 405,780

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 7,733 6,492

評価・換算差額等合計 7,733 6,492

新株予約権 879 8,448

純資産合計 305,280 420,721

負債純資産合計 2,287,353 3,345,343
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,051,337 2,607,040

売上原価 3,334,522 1,976,347

売上総利益 716,815 630,693

販売費及び一般管理費 1,243,531 730,323

営業損失（△） △526,715 △99,630

営業外収益   

受取利息 566 184

受取手数料 5,835 3,172

その他 8,190 2,470

営業外収益合計 14,592 5,827

営業外費用   

支払利息 18,935 18,209

持分法による投資損失 6,161 －

その他 4,725 3,733

営業外費用合計 29,823 21,943

経常損失（△） △541,946 △115,745

特別利益   

新株予約権戻入益 － 9,680

有形固定資産売却益 7,791 －

その他 1,233 1,217

特別利益合計 9,024 10,897

特別損失   

有形固定資産除却損 2,344 1,355

たな卸資産評価損 296,391 －

減損損失 88,569 －

その他 26,660 175

特別損失合計 413,966 1,531

税金等調整前四半期純損失（△） △946,887 △106,379

法人税、住民税及び事業税 137 2,733

法人税等調整額 25,852 －

法人税等合計 25,989 2,733

少数株主利益 1,516 －

四半期純損失（△） △974,393 △109,113
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,650,747 1,436,159

売上原価 1,308,827 1,067,005

売上総利益 341,919 369,153

販売費及び一般管理費 630,695 357,057

営業利益又は営業損失（△） △288,775 12,095

営業外収益   

受取利息 502 140

受取手数料 5,835 2,369

その他 4,286 1,109

営業外収益合計 10,624 3,619

営業外費用   

支払利息 11,196 7,064

持分法による投資損失 3,906 －

その他 3,009 2,048

営業外費用合計 18,112 9,112

経常利益又は経常損失（△） △296,264 6,602

特別利益   

有形固定資産売却益 7,791 －

製品保証引当金戻入額 13,153 305

その他 2,851 －

特別利益合計 23,796 305

特別損失   

有形固定資産除却損 116 417

たな卸資産評価損 296,391 －

減損損失 88,569 －

その他 26,389 0

特別損失合計 411,467 417

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（△）

△683,935 6,490

法人税、住民税及び事業税 △683 1,194

法人税等調整額 19,983 －

法人税等合計 19,300 1,194

少数株主利益 4,263 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △707,499 5,296
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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損失（△） △946,887 △106,379

減価償却費 68,469 29,372

減損損失 88,569 －

のれん償却額 24,013 23,421

たな卸資産評価損 296,391 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,244 6,956

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2,927 △1,217

受取利息及び受取配当金 △566 △184

支払利息 18,935 15,599

為替差損益（△は益） 440 －

持分法による投資損益（△は益） 6,369 －

売上債権の増減額（△は増加） 248,882 320,184

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,427 △22,247

仕入債務の増減額（△は減少） △55,712 △64,914

固定資産除却損 － 1,355

その他 △62,545 △125,057

小計 △245,528 76,888

利息及び配当金の受取額 483 175

利息の支払額 △18,764 △19,870

法人税等の支払額 △17,062 △1,522

営業活動によるキャッシュ・フロー △280,871 55,671

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 183,900 6,119

有形固定資産の取得による支出 △192,912 △7,499

無形固定資産の取得による支出 △6,750 －

投資有価証券の売却による収入 － 15,984

貸付金の回収による収入 － 1,941

定期預金の預入による支出 － △129,860

定期預金の払戻による収入 － 238,110

事業譲渡による収入 － 399,442

敷金及び保証金の差入による支出 △696 △2,777

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,458 523,394

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） 196,203 △694,528

長期借入金の返済による支出 △8,250 △16,317

株式の発行による支出 － △1,908

配当金の支払額 △29,548 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 158,404 △712,785
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,797 431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,722 △133,288

現金及び現金同等物の期首残高 495,867 536,978

現金及び現金同等物の四半期末残高 355,144 403,690
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該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要な商材 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３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２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

情報通信機 
器販売事業 
（千円）

情報通信機
器製造事業 
（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

2,326,164 280,875 2,607,040 ― 2,607,040

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

395 9,411 9,806 (9,806) ―

計 2,326,560 290,286 2,616,846 (9,806) 2,607,040

営業利益又は営業損失（△） 112,466 △71,088 41,378 (141,008) △99,630

事業区分 主要商材

情報通信機器販売事業
ビジネスホン、MFP、その他OA機器の販売、インターネット関連サー
ビス等

情報通信機器製造事業 ビジネスホン端末等の製造及び開発

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 915,450 794,928 △1,303,753 △845 405,780

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額

 四半期純損失 △109,113 △109,113

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

― ― △109,113 ― △109,113

当第２四半期連結会計期間末残高 915,450 794,928 △1,412,866 △845 296,667
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