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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第16期

第２四半期連結
累計期間

第17期
第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第17期
第２四半期連結
会計期間

第16期

会計期間

自  平成20年
    10月１日
至  平成21年
    ３月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成22年
    ３月31日

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    ３月31日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    ３月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成21年
    ９月31日

売上高 (千円) 4,051,3372,607,0401,650,7471,436,1597,624,693

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △541,946△115,745△296,264 6,602 △922,542

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失（△）

(千円) △974,393△109,113△707,499 5,296△1,326,309

純資産額 (千円) ― ― 44,429 305,280 420,721

総資産額 (千円) ― ― 3,390,8552,287,3533,345,343

１株当たり純資産額 (円) ― ― 296.34 1,363.821,847.13

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失金額（△）

(円) △16,125.67△488.87△11,708.71 23.73△16,347.99

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 0.5 13.3 12.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △280,871 55,671 ― ― △441,331

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △16,458 523,394 ― ― △427,768

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 158,404△712,785 ― ― 912,416

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 355,144 403,690 536,978

従業員数 (名) ― ― 263 218 222

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第16期は１株当たり当期純損失であるため、第

16期第２四半期連結累計(会計)期間及び第17期第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であるた

め、第17期第２四半期連結会計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年３月31日現在

従業員数(人) 218[ 7]

(注) 従業員数の[　]は、臨時従業員等の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人数を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(人) 31[ 1]

(注) 従業員数の[　]は、臨時従業員等の当第２四半期会計期間の平均雇用人数を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)
前年同四半期比
（％）

情報通信機器製造事業 108,511 △79.4

合計 108,511 △79.4

(注)　生産につきましては、第16期第４四半期より外部に委託しております。

　

(2) 受注実績

当社グループ(当社及び連結子会社)は、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はあり

ません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別、販売チャネル別に示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)
前年同四半期比
（％）

情報通信機器販売事業

直営店 595,169 148.6

ＦＣ加盟店 490,656 94.1

代理店 197,176 68.4

　計 1,283,001 106.0

情報通信機器製造事業 153,157 34.8

合計 1,436,159 87.0

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

オリックス株式会社 663,265 40.2 405,362 28.2

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したもので

あります。

(1) 当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変

動等、または第１四半期連結会計期間の四半期報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更はありません。

(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事業又は

状況

  　当社グループは当第２四半期連結累計期間におきまして、営業損失99百万円、経常損失115百万円、四

半期純損失109百万円を計上しております。これは、連結子会社である株式会社アスモにおいて、新商品

であるＩＰビジネスホン「アノア」の出荷開始が当初計画から大幅に遅延したことが主な要因であ

り、同社は当第２四半期連結会計期間末において914百万円の債務超過となっております。当社グルー

プは現在計画の見直しを実施し、黒字化に向けて諸施策を実行しています。具体的には①事業規模を踏

まえた更なる人員の削減②事業所の一部返却等による固定費の削減③開発受託売上の獲得④アノアの

追加開発による販売数量の上昇⑤販売チャネルの開拓などとなります。また、アスモ社単体への資本増

強を含めた財務基盤の改善も検討しております。

　さらに、当該子会社の前事業年度まで実施しておりましたＰＨＳ端末の製造事業に掛かる運転資金の

借入金残高が当第２四半期連結会計期間末において967百万円となっております。この借入金に関しま

しては、一部延滞しておりましたが株式会社三井住友銀行以外の金融機関は今後の計画に関しての合

意を済ませており、期限の利益喪失請求は行われることはないと考えております。また、今後の運転資

金につきましては、日本振興銀行株式会社より資金支援が受けられることになっており、継続企業の前

提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

１．提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会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。
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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最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２四半期連結会計期間の業績は、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13.0％減の

1,436百万円となりました。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、連結営業利益12百万円（前年同四半期は288百万円の損失）、連結経常利益６百万円（前年同四半期は

296百万円の損失）、四半期連結純利益につきましては、５百万円（前年同四半期は707百万円の損失）と、

平成20年９月期第４四半期以来に黒字転換いたしました。

　

　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。

①　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1,283百万円（前年同四

半期比6.0％増）、営業利益は93百万円（前年同四半期比66.7％増）となりました。

②　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153百万円（前年同四半

期比65.2％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、16百万円の営業損失（前年同四半期は259百万円の損

失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　当第２四半期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。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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、第１四半期連

結会計期間末に比べ292百万円減少し、403百万円となりました。営業活動で275百万円（前年同四半期は

666百万円）減少し、投資活動で33百万円（前年同四半期は133百万円）獲得し、財務活動により50百万円

（前年同四半期は△134百万円）使用したことによるものです。

なお、当第２四半期連結会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

営業活動の結果使用した資金は275百万円（前年同四半期は666百万円）となりました。税金等調整

前四半期純利益が６百万円となりましたが、売上債権が185百万円増加したこと、仕入債務が142百万円

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33百万円（前年同四半期は133百万円）となりました。これは主に有

利子負債の返済のための定期預金の払戻に加え、敷金及び保証金の回収として35百万円を獲得したこ

とによるものです。

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50百万円（前年同四半期は△134百万円）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38百万円、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が12百万

円、それぞれ減少したこと等によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は56百万円であります。

　

２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事項を解消し、又は改

善するための対応策

継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。なお、対応策についての詳細

は、２  事業等のリスク  に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 880,000

計 880,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 223,327 223,327
大阪証券取引所
（ヘラクレス）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式
(注) １

計 223,327 223,327 ― ―

(注) １　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

２　「提出日現在発行数」欄には、平成22年４月１日からこの第２四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであ

ります。

①　平成12年12月８日定時株主総会決議

　
　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 60株（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき66,667円（注）１

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月９日
至　平成22年12月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　 66,667円（注）１
資本組入額 33,334円（注）１

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時において
も、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは
従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合は
この限りではない。その他の条件は、定時株主総会及び
取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役及び従
業員との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定
めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
相続以外の新株引受権の譲渡、質入その他の処分は一
切認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　平成15年２月１日付をもって、１株を３株に株式分割及び平成16年10月20日をもって、１株を４株に株式分割

しております。これに伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されましたが、上記表の記載

内容は当該調整を反映済みであります。

２　株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。

３　単元制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年12月18日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 445

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 445株（注）

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき86,216円

新株予約権の行使期間
自　平成18年12月19日
至　平成23年12月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　 86,216円
資本組入額　　　 43,108円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時において
も、当社の取締役、監査役及び従業員、当社子会社の取
締役及び従業員、当社フランチャイズ加盟店の加盟店
法人並びにその取締役及び従業員、当社取引先の取引
先法人並びにその取締役及び従業員、営業委託個人事
業主の地位にあることを要する。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合は
この限りではない。その他の条件は、定時株主総会及び
取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役及び従
業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定
めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一
切認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　１　株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。

 ２　単元制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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②　平成17年12月17日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 461

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 461株（注）

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき94,747円

新株予約権の行使期間
自　平成19年12月18日
至　平成24年12月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　 94,747円
資本組入額　　　 47,374円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時において
も、当社の取締役、監査役及び従業員、当社子会社の取
締役及び従業員、当社フランチャイズ加盟店の加盟店
法人並びにその取締役及び従業員の地位にあることを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その
他の正当な理由がある場合はこの限りではない。その
他の条件は、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、
当社と付与対象取締役及び従業員との間で締結する
「新株予約権付与契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一
切認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　１　株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。

 ２　単元制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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会社法第236条、第238条及び第239条並びに会社法第361条及び第387条の規定に基づき発行した新株予

約権は、次のとおりであります。

①　平成19年12月27日定時株主総会決議

平成21年12月28日新株予約権の全部放棄により消滅しております。

　

②　平成20年12月19日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 915

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 915株（注）

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき6,323円

新株予約権の行使期間
自　平成23年７月11日
至　平成28年７月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　 6,323円
資本組入額　　　 3,162円

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けたものは権利行使時において
も、当社または当社子会社の取締役、監査役、もしくは
従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職等その他の正当な理由がある場合は
この限りではない。その他の条件は、定時株主総会及び
取締役会決議に基づき、当社と付与対象取締役及び従
業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定
めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
相続以外の新株予約権の譲渡、質入その他の処分は一
切認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　１　株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の数を減じております。

 ２　単元制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年１月１日～
平成22年３月31日

－ 223,327 － 915,450 － 373,221

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

NISバリューアップ・ファンド１
号投資事業組合

東京都中央区日本橋小伝馬町10番１号 77,000 34.47

NISリース株式会社 東京都千代田区九段南四丁目２番11号 21,500 9.62

中小企業保証機構株式会社 大阪府大阪市西区京町堀一丁目４番16号 21,500 9.62

株式会社ネットインデックス 東京都中央区京橋二丁目13番10号 20,000 8.95

中小企業IT支援機構株式会社 東京都中央区東日本橋二丁目24番11号 14,000 6.26

伊　藤　秀　博 東京都中野区 8,598 3.84

ベーステクノロジー株式会社 東京都中央区東日本橋二丁目24番11号 8,000 3.58

ウォーターワンホールディング
ス株式会社

神奈川県横浜市西区平沼一丁目１番３号 5,000 2.23

岩　田　英　作 東京都江戸川区 4,980 2.22

嶋　津　良　智 シンガポール 2,293 1.02

計 ― 182,871 81.88
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   130

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

223,197
223,197

権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 223,327 ― ―

総株主の議決権 ― 223,197 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
レカムホールディングス
株式会社

東京都港区高輪
２－18－10

130 ― 130 0.05

計 ― 130 ― 130 0.05

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
10月

11月 12月
平成22年 
１月

２月 ３月

最高(円) 5,4004,0703,7503,8605,0003,510

最低(円) 2,2002,6052,8003,0002,9503,080

(注)  株価は、大阪証券取引所（ヘラクレス）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び前第２四半連結累

計期間(平成20年10月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成21年10月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年１月１

日から平成21年３月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年10月１日から平成21年３月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年

３月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年10月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半

期連結財務諸表について、九段監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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 ※1
 36,463

※1
 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
 1,243,531

※1
 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 ※2
 296,391 －

減損損失 ※3
 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 ※1
 630,695

※1
 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 ※2
 296,391 －

減損損失 ※3
 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

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

EDINET提出書類

レカムホールディングス株式会社(E02971)

四半期報告書

21/34



【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【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】

　

　
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)

持分法の適用に関する事項

の変更

（1）持分法適用の関連会社数の変更　

　第１四半期連結会計期間において、株式会社コムズの当社が保有する全株

式を売却したことにより、第１四半期連結会計期間より、持分法の適用の範

囲から除外しております。

（2）変更後の持分法適用の関連会社数

　―社

　

【表示方法の変更】

　
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)

(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26,311千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　
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)

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。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

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)

該当事項はありません。

　

【会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

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)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　
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
(平成21年９月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、63,562千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、52,129千円で

あります。

  ２　債務保証

　　　リース債務保証　　　　　　 42,382千円

　　　割賦販売債務保証　　　　　 93,385千円

　　　債務保証残高　　　　　　　135,767千円

連結子会社のレカム株式会社が販売する特定の

リース対象物件について、顧客がＮＩＳリース株

式会社とリース契約を締結した際のリース債務残

高に対して、及び中小企業信販機構株式会社の割

賦販売契約を締結した際の割賦販売残高に対し

て、それぞれ一定割合の債務保証を行っておりま

す。

  ２　債務保証

　　　リース債務保証　　　　　　18,208千円

連結子会社のレカム株式会社が販売する特定の

リース対象物件について、顧客がＮＩＳリース株

式会社とリース契約を締結した際、そのリース債

務残高に対して、一定割合の債務保証を行ってお

ります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
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)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 436,391千円

研究開発費 379,602千円

製品保証引当金繰入額 2,927千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 315,435千円

貸倒引当金繰入額 6,956千円

　 　

※２　たな卸資産評価損

当第２四半期連結累計期間において、当連結子会

社の株式会社アスモ、厚木事業所のPHS端末製造

用資産については、ＰＨＳ端末の販売低迷に伴

い、販売見通しが遅延している部品等をたな卸資

産評価損として特別損失に計上致しました。

※２　　　　　　　―――――

※３　減損損失

当第２四半期連結累計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

厚木事業所 事業用資産 金型等

資産のグルーピングは管理会計上の区分（情報

通信機器製造事業別）によっております。

当連結子会社の株式会社アスモ、厚木事業所のＰ

ＨＳ端末製造用資産については、ＰＨＳ端末の販

売低迷に伴い収益性が著しく低下したため、設備

の帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計

上致しました。

※３　　　　　　　―――――
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第２四半期連結会計期間

　
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)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 210,714千円

研究開発費 221,112千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 136,341千円

貸倒引当金繰入額 4,258千円

※２　たな卸資産評価損

当第２四半期連結会計期間において、当連結子会

社の株式会社アスモ、厚木事業所のＰＨＳ端末製

造用資産については、ＰＨＳ端末の販売低迷に伴

い、販売見通しが遅延している部品等をたな卸資

産評価損として特別損失に計上致しました。

※２　　　　　　　―――――

※３　減損損失

当第２四半期連結会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

厚木事業所 事業用資産 金型等

資産のグルーピングは管理会計上の区分（情報

通信機器製造事業別）によっております。

当連結子会社の株式会社アスモ、厚木事業所のＰ

ＨＳ端末製造用資産については、ＰＨＳ端末の販

売低迷に伴い収益性が著しく低下したため、設備

の帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計

上致しました。

※３　　　　　　　―――――

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
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の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 415,705千円

　　　計 415,705千円

預入期間が３か月超の定期預金 △60,561千円

現金及び現金同等物 355,144千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 447,051千円

　　　計 447,051千円

預入期間が３か月超の定期預金 △43,361千円

現金及び現金同等物 403,690千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年３月31日)及び当第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)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 223,327

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 130

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 879

連結子会社 ― ― 　　―

合計 ― 879

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　　　該当事項はありません。
　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　 　 　 　 　 (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 915,450794,928△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 915,450794,928△1,412,866△845 296,667
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

　

　
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

1,210,055440,6911,650,747 ― 1,650,747

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 144 144 （144） ―

計 1,210,055440,8361,650,891（144） 1,650,747

営業利益又は営業損失（△） 55,975△259,841△203,866△84,909△288,775

(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

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 ビジネスホン端末の製造

３．当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、その他事業で区分していたものを情報通信機器販売事業に

区分変更いたしました。この変更は、営業効率の向上や相乗効果を期待した組織再編によるものであります。

４．連結の範囲に関する事項の変更

第１四半期連結会計期間より、共同会社分割により新設した、レカム株式会社を連結の範囲に含めておりま

す。

５．会計処理基準に関する事項の変更

  (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による低価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる当第２四半期連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18号）を適用しておりま

す。

　これによる当第２四半期連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあり

ません。

　

EDINET提出書類

レカムホールディングス株式会社(E02971)

四半期報告書

26/34



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)

　

　
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

1,283,001153,1571,436,159 ― 1,436,159

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

275 7,579 7,855 (7,855) ―

計 1,283,277160,7371,444,014(7,855)1,436,159

営業利益又は営業損失（△） 93,329△16,830 76,498(64,403)12,095

(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

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
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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)

　

　
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

2,392,9601,658,3764,051,337 ― 4,051,337

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 176 176 (176) ―

計 2,392,9601,658,5534,051,514(176)4,051,337

営業利益又は営業損失（△） 81,598△407,296△325,697(201,017)△526,715

(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

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 ビジネスホン端末の製造

３．当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、その他事業で区分していたものを情報通信機器販売事業に

区分変更いたしました。この変更は、営業効率の向上や相乗効果を期待した組織再編によるものであります。

４．連結の範囲に関する事項の変更

第１四半期連結会計期間より、共同会社分割により新設した、レカム株式会社を連結の範囲に含めておりま

す。

５．会計処理基準に関する事項の変更

  (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による低価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。

 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18号）を適用しておりま

す。

　これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあり

ません。
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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)

　

　
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

2,326,164280,8752,607,040 ― 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 2,326,560290,2862,616,846(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

(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

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

　

　

【所在地別セグメント情報】

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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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。

　

【海外売上高】

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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。なお、表示方法の変更  に記載のとおり、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して

おります。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

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)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

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)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
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
(平成21年９月30日)

　 　

　 1,363.82円
　

　 　

　 1,847.13円
　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
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)

１株当たり四半期純損失（△） △16,125.67円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま

せん。 
　

１株当たり四半期純損失（△） △488.87円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま

せん。 
　

　

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △974,393 △109,113

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △974,393 △109,113

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 60,425 223,197
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第２四半期連結会計期間

　
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)

１株当たり四半期純損失（△） △11,708.71円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま

せん。 
　

１株当たり四半期純利益 23.73円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 
　

　

(注)　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期純
損失（△）(千円)

△707,499 5,296

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）
(千円)

△707,499 5,296

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 60,425 223,197

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月30日

レカムホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

九段監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　大　網　英　道　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　越　智　敦　生　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているレカ

ムホールディングス株式会社の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年10月１日

から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、レカムホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成21年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は平成21年９月

期の第１四半期より連続して営業損失及び経常損失を計上し、当第２四半期会計期間においてたな卸

資産の評価減や減損損失等により多額の四半期純損失を計上した結果、純資産が著しく減少している。

さらに、当第２四半期連結累計期間末以降に子会社である株式会社アスモの借入金について約定によ

る返済が一部延滞の状況にあることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。これに

対する再建計画等は当該注記に記載されており、取引金融機関への契約変更交渉のほか、第三者割当増

資等の手段により運転資金の支援を受ける予定である。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社の子会社である株式会社アスモは、平成21年３月末以降を最終期

限とする金融機関からの借入金の返済を一部延滞している。取引金融機関との返済期限延長を含めた

契約変更については主要行との同意が得られており、全行との同意に向けて交渉継続中である。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年５月14日

レカムホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

九段監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   大    網    英    道    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   越    智    敦    生    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているレカ

ムホールディングス株式会社の平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年10月１日

から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、レカムホールディングス株式会社及び連結子

会社の平成22年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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