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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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2四半期 6,957 △9.2 124 △39.5 118 △43.0 73 △8.0

21年3月期第2四半期 7,662 ― 206 ― 208 ― 79 ―

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2四半期 440.57 440.52
21年3月期第2四半期 479.14 479.00

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2四半期 6,090 2,012 32.9 12,015.96
21年3月期 6,315 2,071 32.7 12,366.46

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,005百万円 21年3月期  2,063百万円

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 ― 700.00 ― 800.00 1,500.00
22年3月期 ― 700.00

22年3月期 
（予想）

― 800.00 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  
 

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 14,100 △6.3 340 △13.2 340 △12.4 190 △42.4 1,138.92
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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  無  

(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 

１．平成21年11月９日に当第２四半期累計期間の連結業績及び個別業績の予想の修正を公表いたしました。なお、通期の業績予想につきましては、連結
業績及び個別業績ともに変更しておりません。 
２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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2四半期 166,932株 21年3月期  166,824株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 166,824株 21年3月期第2四半期 166,800株
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 昨年度後半以降の「100年に一度」と言われる米国の金融危機に端を発する世界同時不況は、当第２四半期連結会

計期間における日本経済に引き続き深刻な影響を与えており、当社グループが位置する情報通信業界におきましても

情報通信関連支出の減少傾向の影響を少なからず受けております。こうした中、情報通信分野ではブロードバンド化

が堅調に進展し、またモバイル端末からのデータ通信も大幅に増加している一方、インターネット利用に関する、個

人情報保護・ウイルス・セキュリティ対策等の問題が顕著となってきております。 

 このような環境の下で、当社グループは、法人向けＶｏＩＰサービス、おとくライン等「新通信サービス」と位 

置付ける利便性の高いサービスの拡販を中心に、中小法人向けの各種サービスを提供しております。 

 具体的には、当社においては、光ファイバー対応ＩＰ電話「ＦＴフォン」及び法人を対象とした「おとくライ 

ン」を中心に、インターネットサービス・モバイルサービス・セキュリティサービス等を提供しております。 

 当社連結子会社である㈱トライ・エックスを中心とするグループでは、当社サービスを利用している顧客からのニ

ーズが強い「ドキュメント・ソリューションサービス」を提供しており、上流工程から 終工程まで一貫したサービ

スの提供が可能となっております。 

 また、当社連結子会社である㈱ＦＩＳソリューションズにおいては、当社サービスを利用している顧客へ「経営支

援コンサルティング」及び「保険サービス」を提供しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の経営成績は、売上高が34億17百万円（前年同四半期比9.57％減）、営業

利益が63百万円（前年同四半期比24.07％減）、経常利益が61百万円（前年同四半期比31.88％減）、四半期純利益が

47百万円（前年同四半期は27百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 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。 

≪新通信サービス事業≫ 

 「新通信サービス事業」におきましては、主に法人向けＶｏＩＰサービス、おとくラインの拡販及び各種アドオ

ン・サービスの強化等を進めており、当第２四半期連結会計期間の売上高は26億24百万円（前年同四半期比7.88％

減）、営業利益は90百万円（前年同四半期比6.52％減）となりました。 

≪旧音声系サービス事業≫ 

 「旧音声系サービス事業」におきましては、前連結会計年度に引続き顧客ニーズ・採算性の高い「新通信サービス

事業」への移行を優先する施策を講じたことにより、当第２四半期連結会計期間の売上高は１億80百万円（前年同四

半期比28.44％減）、営業利益は６百万円（前年同四半期比598.17％増）となりました。 

≪ドキュメント事業≫ 

 「ドキュメント事業」は、「印刷」「特注文具（ファイル・バインダー等）の製造及び販売」「商業印刷物の企

画・編集・制作」で構成しております。当第２四半期連結会計期間の売上高は３億95百万円（前年同四半期比

13.97％減）、営業損失は30百万円（前年同四半期比27百万円損失増）となりました。 

≪経営・保険コンサルティング事業≫ 

 「経営・保険コンサルティング事業」は、「経営支援コンサルティング」及び「保険サービス」で構成しておりま

す。当第２四半期連結会計期間の売上高は１億36百万円（前年同四半期比19.23％減）、営業損失３百万円（前年同

四半期比３百万円損失減）となりました。 

≪その他事業≫ 

 「その他事業」は、「情報通信機器販売等」で構成しております。当第２四半期連結会計年度の売上高は80百万円

（前年同四半期比63.27％増）、営業利益は４百万円（前年同四半期比５百万円の利益増）となりました。  

  

  

①資産、負債、純資産の状況 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は42億19百万円となり、前連結会計年度末比２億31百万円の

減少となりました。これは主に、現金及び預金の減少（２億96百万円）、受取手形・売掛金の減少（３億68百万円）

及び短期貸付金の増加（４億１百万円）等によるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は18億61百万円となり、前連結会計年度末比２百万円の減少

となりました。これは主に、のれんの減少（32百万円）及び長期貸付金の増加（33百万円）等によるものです。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は31億40百万円となり、前連結会計年度末比６億31百万円の

減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（１億69百万円）及び短期借入金の減少（４億45百万

円）によるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は９億37百万円となり、前連結会計年度末比４億65百万円の

増加となりました。これは主に、社債の増加（５億円）によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における少数株主持分の残高は７百万円となりました。また、純資産の残高は20億 

12百万円となり、前連結会計年度末比58百万円の減少となりました。これは主に、四半期純利益の計上（73百万円）

及び剰余金の配当（１億33百万円）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の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 

３億69百万円増加し、12億73百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの 

状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果獲得した資金は、１億59百万円（前年同四半期は１億66百万円の獲得）となりました。 

これは主に、売上債権の減少が２億73百万円及び仕入債務の減少額が１億46百万円となったこと等によるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は、37百万円（前年同四半期は１億20百万円の使用）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が11百万円及び無形固定資産の取得による支出が８百万円となったこと

によるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動の結果獲得した資金は、２億45百万円（前年同四半期は83百万円の使用）となりました。 

これは主に、短期借入金の増加による収入が１億89百万円及び社債の発行による収入が４億74百万円となったことに

よるものです。  

  

  

 通期の業績につきましては、現在のところ概ね計画通り推移しており、平成21年５月20日に公表致しました業績予

想に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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21年９月30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 1,273,734 1,570,055

受取手形及び売掛金 2,050,149 2,418,780

商品及び製品 83,037 6,841

仕掛品 52,536 46,359

原材料及び貯蔵品 16,005 15,053

その他 769,853 425,544

貸倒引当金 △25,976 △31,521

流動資産合計 4,219,338 4,451,113

固定資産   

有形固定資産 648,945 658,039

無形固定資産   

のれん 511,397 543,546

その他 246,149 278,664

無形固定資産合計 757,547 822,210

投資その他の資産   

その他 501,764 426,997

貸倒引当金 △46,422 △43,326

投資その他の資産合計 455,341 383,670

固定資産合計 1,861,834 1,863,920

繰延資産   

社債発行費 9,044 －

資産合計 6,090,216 6,315,033

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,698,172 1,867,767

短期借入金 735,984 1,181,504

未払法人税等 5,193 8,570

賞与引当金 72,957 73,381

役員賞与引当金 4,000 7,000

その他 623,949 633,272

流動負債合計 3,140,257 3,771,496

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 151,070 189,062

退職給付引当金 117,481 112,305

その他 168,488 170,640

固定負債合計 937,039 472,008

負債合計 4,077,297 4,243,505
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 542,354 541,454

資本剰余金 42,353 41,453

利益剰余金 1,413,483 1,473,444

株主資本合計 1,998,191 2,056,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,656 6,670

評価・換算差額等合計 7,656 6,670

少数株主持分 7,071 8,505

純資産合計 2,012,919 2,071,528

負債純資産合計 6,090,216 6,315,033
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,662,429 6,957,615

売上原価 6,529,333 5,923,530

売上総利益 1,133,096 1,034,084

販売費及び一般管理費 926,963 909,293

営業利益 206,133 124,791

営業外収益   

受取利息 5,979 2,811

受取手数料 4,407 －

その他 4,088 7,575

営業外収益合計 14,474 10,386

営業外費用   

支払利息 9,970 10,783

持分法による投資損失 － 4,906

その他 2,224 783

営業外費用合計 12,194 16,473

経常利益 208,413 118,704

特別利益   

固定資産売却益 1,548 －

投資有価証券売却益 1,175 －

その他 500 －

特別利益合計 3,224 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 111,500 －

投資有価証券売却損 2,258 －

リース解約損 1,729 －

特別退職金 － 3,000

その他 8,950 3,797

特別損失合計 124,438 6,797

税金等調整前四半期純利益 87,198 111,907

法人税、住民税及び事業税 6,157 3,098

法人税等調整額 1,840 36,745

法人税等合計 7,998 39,843

少数株主損失（△） △720 △1,434

四半期純利益 79,921 73,498
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,779,211 3,417,571

売上原価 3,224,074 2,906,104

売上総利益 555,136 511,467

販売費及び一般管理費 470,929 447,529

営業利益 84,207 63,937

営業外収益   

受取利息 3,959 1,821

受取手数料 3,507 －

その他 2,399 4,108

営業外収益合計 9,866 5,930

営業外費用   

支払利息 3,977 5,553

持分法による投資損失 － 2,613

その他 398 599

営業外費用合計 4,375 8,765

経常利益 89,698 61,102

特別損失   

貸倒引当金繰入額 111,500 －

リース解約損 302 －

特別退職金 － 3,000

その他 6,453 1,570

特別損失合計 118,255 4,570

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（△）

△28,557 56,531

法人税、住民税及び事業税 4,445 1,476

法人税等調整額 △4,619 8,115

法人税等合計 △173 9,592

少数株主損失（△） △406 △892

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,977 47,831
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 87,198 111,907

減価償却費 70,896 78,928

のれん償却額 37,057 32,148

貸倒引当金の増減額（△は減少） 129,605 △2,448

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,676 △424

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,731 5,175

受取利息及び受取配当金 △6,382 △3,035

支払利息 9,970 10,783

持分法による投資損益（△は益） － 4,906

特別退職金の支払額 － 3,000

売上債権の増減額（△は増加） △19,891 368,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,634 △83,324

未収入金の増減額（△は増加） △8,097 △10,461

その他の流動資産の増減額（△は増加） 46,702 △2,855

その他の固定資産の増減額（△は増加） △20,832 △5,609

仕入債務の増減額（△は減少） △35,198 △172,854

その他の流動負債の増減額（△は減少） 92,946 △12,210

その他 △3,600 4,030

小計 342,148 323,286

利息及び配当金の受取額 6,384 2,265

利息の支払額 △13,798 △11,604

法人税等の支払額 △36,280 11,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,455 325,560

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 △14,938 －

定期預金の払戻による収入 131,476 －

有形固定資産の取得による支出 △57,955 △17,440

有形固定資産の売却による収入 7,470 －

無形固定資産の取得による支出 △102,503 △14,548

投資有価証券の取得による支出 △1,806 △5,000

投資有価証券の売却による収入 15,750 －

子会社株式の取得による支出 △358,584 －

保険積立金の解約による収入 77,489 －

貸付けによる支出 △103,691 △439,250

貸付金の回収による収入 42,300 4,567

その他 6,197 △9,601

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,795 △481,272
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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４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 228,000 △465,512

長期借入金の返済による支出 △307,606 △18,000

社債の発行による収入 － 474,028

株式の発行による収入 400 1,789

配当金の支払額 △83,216 △132,916

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,422 △140,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,762 △296,321

現金及び現金同等物の期首残高 1,126,955 1,570,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 904,192 1,273,734

㈱フォーバルテレコム　(9445)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
新通信

サービス事業 
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 2,848,834  251,781 459,978 169,123 49,492  3,779,211  － 3,779,211

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 4,239  － 3,580 △2,766 9,578  14,633 ( )14,633 －

計  2,853,074  251,781 463,559 166,357 59,071  3,793,844 ( )14,633 3,779,211

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 97,128  977 △3,334 △6,988 △747  87,036 ( ) 2,828 84,207

  
新通信

サービス事業 
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 2,624,273  180,164 395,723 136,603 80,806  3,417,571  － 3,417,571

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 7,109  － 2,507 － 4,380  13,997 ( )13,997 －

計  2,631,383  180,164 398,231 136,603 85,187  3,431,569 ( )13,997 3,417,571

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 90,796  6,823 △30,588 △3,770 4,697  67,958 ( ) 4,020 63,937
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

   ２．事業区分の方法の変更 

 「経営・保険コンサルティング事業」については、前第１四半期連結会計期間における当該セグメントの営  

業損失の金額が全セグメントの営業利益の金額の10％超となったため、前第１四半期連結会計期間より「その他

事業」から区分表示しております。  

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年

９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至 平成20

年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）海外売上高がないた

め該当事項はありません。 

  

  

  
新通信

サービス事業 
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 5,738,314  520,813 992,289 300,761 110,251  7,662,429  － 7,662,429

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 9,441  － 4,029 － 10,864  24,335 ( )24,335 －

計  5,747,756  520,813 996,318 300,761 121,115  7,686,765 ( )24,335 7,662,429

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 230,663  5,403 △857 △27,684 1,436  208,961 ( ) 2,828 206,133

  
新通信

サービス事業 
（千円） 

旧音声系 
サービス事業 
（千円） 

ドキュメント
事業 

（千円） 

経営・保険
コンサルティ
ング事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 5,365,110  372,318 792,786 279,804 147,595  6,957,615  － 6,957,615

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 13,872  － 4,110 － 15,627  33,610 ( )33,610 －

計  5,378,982  372,318 796,896 279,804 163,223  6,991,225 ( )33,610 6,957,615

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 167,415  4,092 △42,070 △473 2,468  131,431 ( ) 6,640 124,791

事業区分 主要なサービス 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス・おとくラインサービス他 

旧音声系サービス事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス他 

ドキュメント事業 普通印刷・特注文具（ファイル・バインダー等）の製造及び販売 

経営・保険コンサルティング事業 経営支援コンサルティング・保険サービス 

その他事業 情報通信機器販売等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

（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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