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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３四半期連結
累計期間

第17期
第３四半期連結
累計期間

第16期
第３四半期連結
会計期間

第17期
第３四半期連結
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
    ６月30日

自  平成21年
    10月１日
至  平成22年
    ６月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ６月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ６月30日

自  平成20年
    10月１日
至  平成21年
    ９月30日

売上高 (千円) 5,615,9354,087,1151,564,5971,480,0757,624,693

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △796,932△52,397△258,055 62,902△922,542

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失（△）

(千円) △1,254,169△59,959△279,776 49,154△1,326,309

純資産額 (千円) ― ― 155,910 352,638 420,721

総資産額 (千円) ― ― 3,084,7472,158,4393,345,343

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,061.411,576.341,847.13

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) △20,572.18△268.64△4,509.38 220.23△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 (％) ― ― 4.8 16.3 12.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △401,271 140,861 ― ― △441,331

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △115,244 526,173 ― ― △427,768

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 479,799△712,785 ― ― 912,416

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 456,663 491,308 536,978

従業員数 (名) ― ― 245 239 222

(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３四半期連結累計(会計)期間及び第17期第３四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３四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３四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３四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６月30日現在

従業員数(人) 239[ 9]

(注) 従業員数の[　]は、臨時従業員等の当第３四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６月30日現在

従業員数(人) 16[ 2]

(注)１．従業員数の[　]は、臨時従業員等の当第３四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。

　　２．従業員数が当第３四半期連結会計期間において15名減少しておりますが、主に出向等によるものであります。
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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３四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 78,170 △71.1

合計 78,170 △71.1

(注) １　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　金額は、製造原価によっております。

　　 ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(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３四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 682,509 228.1

ＦＣ加盟店 466,044 80.0

代理店 196,365 70.8

　計 1,344,919 116.1

情報通信機器製造事業 135,155 33.3

合計 1,480,075 94.6

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

オリックス株式会社 297,987 19.0 392,172 26.5

中小企業信販機構株式会社 － － 259,085 17.5

株式会社ウィルコム 206,693 13.2 － －

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３四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、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または第２四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

  　連結子会社である株式会社アスモにおきましては、前連結会計年度より継続して営業赤字となってお

り、同社は当第３四半期連結会計期間末において944百万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ＮＧＮ

（Next Generation Network：次世代ネットワーク）対応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３四半期連結会計期間末において923百万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借入先の金融機関との間で今後の計画に関しての合意を済ませて

おり、当第３四半期連結会計期間末以降に弁済を開始しております。そのため、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３四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。
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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３四半期連結会計期間における我が国経済は、中国などアジアを中心とした新興国経済の力強い回

復を背景に、輸出型企業を中心に企業収益が改善し、緩やかながらも景気は回復基調に転じました。一方、ギ

リシャ共和国などの財政悪化によるユーロ圏内での新たな金融不安の懸念、為替の円高基調等、今後も本格

的な景気回復が持続するかどうかは不透明な状況であります。

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、大手企業を中心にＩＴ投資が回復傾向にあり、

市場全体では底打ち感が広まりつつあります。しかしながら、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、中小企業全般の企業収益が相変わらず厳しい状況にあるため、依然としてＩＴ投資に関す

る需要は低水準のまま推移しております。

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最大化に向け継続して取り組むな

か、創業以来の強みであった法人向けビジネスに特化すべく経営資源の選択と集中を推し進め、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３四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、売上総利益率の高い直営チャネ

ル主導での営業生産性の向上と販売網の再拡大に取り組み、そのノウハウのフランチャイズ店舗への水平

展開に取り組みました。また、５月からは海外子会社において、中国国内における販売事業を再開いたしま

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5.4％減の1,480百万円となりました。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64百万円（前年同四半期は218百万円の損失）、連結経常利益62

百万円（前年同四半期は258百万円の損失）、四半期連結純利益につきましては、49百万円（前年同四半期

は279百万円の損失）と、２四半期連続の黒字となりました。
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　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、商品戦略としてはデジタル複合機（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）においてはカラー機種の販売強化による

販売単価向上、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」の販売に取り組みました。また、営業戦略としては、３月度より開始した全直営支店統一の

プロセス管理の徹底「支店運営オペレーション」を導入し、６月より休止となりましたが日本振興銀

行株式会社とのタイアップ商品による商談機会の増加など、営業生産性の向上に注力いたしました。更

に、人材戦略としては、企業の採用抑制傾向により質の高い人材を確保できる好機と判断し、新卒営業

社員を21名採用し、将来のトップセールスマンや経営幹部候補生の育成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、フランチャイズ加盟店、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1,345百

万円（前年同四半期比16.1％増）、営業利益は119百万円（前年同四半期比736.0％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137百万円（前年同四半

期比66.1％減）となりました。営業損益は、主力商品として開発を進めてきた自社ブランドＩＰビジネ

スホン「アノア」の出荷が当初の計画から大幅に遅れたことにより開発費が増加したものの、営業利

益は9百万円（前年同四半期は137百万円の損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　当第３四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1,186百万円減少し、2,158百

万円となりました。これは主に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、受取手形及び売掛金が497百万円、未収入金が439百万円、それぞれ

減少したこと等によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末より1,118百万円減少し、1,805百万円となりました。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68百万円減少し、352百万円となりました。これは主に当

第３四半期連結累計期間における四半期純損失の計上59百万円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３四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２四半期連

結会計期間末に比べ87百万円増加し、491百万円となりました。営業活動で85百万円（前年同四半期は120

百万円を使用）獲得し、投資活動で2百万円（前年同四半期は98百万円を使用）獲得したことによるもの

です。

なお、当第３四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

営業活動の結果獲得した資金は85百万円（前年同四半期は120百万円を使用）となりました。これは

主に税金等調整前四半期純利益50百万円の計上に加え、売上債権が176百万円、仕入債務が144百万円そ

れぞれ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

投資活動の結果獲得した資金は2百万円（前年同四半期は98百万円を使用）となりました。これは主

に敷金及び保証金の回収として10百万円を獲得し、差入により3百万円を使用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

財務活動による資金の使用はありませんでした。（前年同四半期は321百万円を獲得）

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は6百万円であります。

　

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３四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月10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８月１日からこの第３四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３四半期会計期間末現在
(平成22年６月30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３四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 439

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 439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３四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 456

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 456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20年12月19日定時株主総会決議

　

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 785

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 785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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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４月１日～
平成22年６月30日

－ 223,327 － 915,450 － 373,221

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年３月31日の株主名簿により記載しております。

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
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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 ４月 ５月 ６月

最高(円) 5,4004,0703,7503,8605,0003,5105,2904,5003,700

最低(円) 2,2002,6052,8003,0002,9503,0803,1203,0903,030

(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、本四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役 副社長 安藤　康夫 平成22年６月30日

監査役（社外） 　 古屋　昭次 平成22年６月30日

　

(2) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
兼　グループＣＥＯ

代表取締役社長　
兼　グループＣＥＯ
兼　海外事業統括

伊藤　秀博 平成22年６月１日

取締役
取締役

兼　執行役員販売事業統括
岩田　英作 平成22年６月１日
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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３四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第３四半連結累

計期間(平成20年10月１日から平成21年６月30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

３四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平

成21年10月１日から平成22年６月30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３四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年10月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第３四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年10月１日から平成22年６月30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３四半期連結会計期間末
(平成22年６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９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 535,469 688,589

受取手形及び売掛金 798,465 1,295,560

商品及び製品 131,297 93,878

仕掛品 4,150 12,530

原材料及び貯蔵品 36,448 56,770

その他 86,587 531,127

貸倒引当金 △17,736 △11,400

流動資産合計 1,574,681 2,667,056

固定資産

有形固定資産 ※1
 32,176

※1
 45,593

無形固定資産

のれん 219,361 255,131

その他 37,582 57,072

無形固定資産合計 256,944 312,204

投資その他の資産

投資有価証券 235,700 251,684

その他 66,668 74,637

貸倒引当金 △7,731 △5,831

投資その他の資産合計 294,637 320,489

固定資産合計 583,757 678,287

資産合計 2,158,439 3,345,343

負債の部

流動負債

買掛金 377,490 586,981

短期借入金 923,472 1,618,000

1年内返済予定の長期借入金 17,714 24,653

未払法人税等 5,008 8,192

預り金 270,951 343,021

引当金 32,509 5,606

その他 122,560 265,481

流動負債合計 1,749,705 2,851,936

固定負債

長期借入金 26,498 35,876

負ののれん 8,000 8,889

その他 21,596 27,921

固定負債合計 56,095 72,686

負債合計 1,805,800 2,924,622
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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 △1,363,712 △1,303,753

自己株式 △845 △845

株主資本合計 345,821 405,780

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 6,012 6,492

評価・換算差額等合計 6,012 6,492

新株予約権 804 8,448

純資産合計 352,638 420,721

負債純資産合計 2,158,439 3,345,343
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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10月１日
　至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 5,615,935 4,087,115

売上原価 4,565,697 3,028,595

売上総利益 1,050,237 1,058,520

販売費及び一般管理費 ※1
 1,786,503

※1
 1,093,015

営業損失（△） △736,266 △34,495

営業外収益

受取利息 593 197

受取配当金 6 6

負ののれん償却額 296 888

受取手数料 4,323 6,515

その他 5,409 2,559

営業外収益合計 10,628 10,167

営業外費用

支払利息 30,289 25,138

持分法による投資損失 14,000 －

株式交付費 21,276 －

その他 5,729 2,931

営業外費用合計 71,295 28,069

経常損失（△） △796,932 △52,397

特別利益

新株予約権戻入益 － 9,391

有形固定資産売却益 7,791 －

預り金返還免除益 － 7,495

その他 922 1,060

特別利益合計 8,714 17,947

特別損失

有形固定資産除却損 2,203 1,337

有形固定資産売却損 798 －

たな卸資産評価損 ※2
 296,391 －

減損損失 ※3
 88,569 －

本社移転費用 22,382 －

事業整理損 － 8,966

事業整理損失引当金繰入額 － 11,000

その他 26,884 175

特別損失合計 437,231 21,479

税金等調整前四半期純損失（△） △1,225,449 △55,930

法人税、住民税及び事業税 1,351 4,028

法人税等調整額 25,852 －

法人税等合計 27,204 4,028

少数株主利益 1,516 －

四半期純損失（△） △1,254,169 △59,959
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 1,564,597 1,480,075

売上原価 1,236,823 1,052,248

売上総利益 327,773 427,826

販売費及び一般管理費 ※1
 546,041

※1
 363,138

営業利益又は営業損失（△） △218,267 64,688

営業外収益

受取利息 26 13

受取配当金 6 6

負ののれん償却額 296 296

受取手数料 1,344 3,343

その他 35 1,546

営業外収益合計 1,709 5,205

営業外費用

支払利息 11,353 6,928

持分法による投資損失 7,838 －

株式交付費 21,276 －

その他 1,028 63

営業外費用合計 41,497 6,991

経常利益又は経常損失（△） △258,055 62,902

特別利益

製品保証引当金戻入額 2,738 －

預り金返還免除益 － 7,495

その他 160 17

特別利益合計 2,899 7,513

特別損失

有形固定資産売却損 798 －

本社移転費用 22,382 －

事業整理損 － 8,966

事業整理損失引当金繰入額 － 11,000

その他 224 －

特別損失合計 23,405 19,966

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（△）

△278,561 50,449

法人税、住民税及び事業税 1,214 1,294

法人税等合計 1,214 1,294

四半期純利益又は四半期純損失（△） △279,776 49,154
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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10月１日
　至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成22年６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損失（△） △1,225,449 △55,930

減価償却費 82,926 44,116

減損損失 88,569 －

のれん償却額 35,724 34,881

たな卸資産評価損 296,391 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △903 8,238

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2,099 △1,060

受取利息及び受取配当金 △599 △197

支払利息 30,289 25,138

為替差損益（△は益） 415 －

預り金返還免除益 － △7,495

事業整理損失 － 8,966

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 11,000

持分法による投資損益（△は益） 14,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） △7,791 －

売上債権の増減額（△は増加） 398,535 496,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,504 △8,720

仕入債務の増減額（△は減少） △485,567 △209,491

その他 241,704 △178,219

小計 △358,150 168,171

利息及び配当金の受取額 608 188

利息の支払額 △25,442 △23,603

法人税等の支払額 △18,287 △3,894

営業活動によるキャッシュ・フロー △401,271 140,861

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 184,586 6,115

有形固定資産の取得による支出 △277,509 △10,903

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

投資有価証券の取得による支出 △2,900 －

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 △7,200 △130,660

定期預金の払戻による収入 20,000 238,110

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 △24,502 △6,693

敷金及び保証金の回収による収入 － 12,837

その他 △968 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,244 526,173
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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10月１日
　至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成22年６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） 129,603 △694,528

長期借入金の返済による支出 △12,375 △16,317

自己株式の取得による支出 △845 －

株式の発行による収入 393,137 －

株式の発行による支出 － △1,908

配当金の支払額 △29,721 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 479,799 △712,785

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,486 80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,203 △45,670

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 456,663 491,308
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【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３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30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３四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結貸借対照表関係)

前第３四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３四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３四半期連

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21,372千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年10月１日　至　平成22年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法 当第３四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３四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年６月30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３四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年６月30日)

（事業整理損失引当金）

連結子会社の株式会社アスモにおきましては、前事業年度末にＰＨＳ事業を譲渡しておりますが、アフ

ターサービス等の対応を行う部門については一部の残務を当事業年度において実施しておりましたが、

当四半期において全て完了しました。そのため、当四半期において発生する損失のほか、今後予測される

損失に備えるため、合理的に見積もることができる損失見込額を引当金として計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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、70,747千円で

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　　　　　　  58,187千円

　　　割賦販売債務保証　　　　　 218,448千円

　　　債務保証残高　　　　　　　 276,636千円

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。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30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 687,706千円

研究開発費 479,862千円

製品保証引当金繰入額 2,099千円

※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 479,032千円

貸倒引当金繰入額 8,238千円

　 　

※２　たな卸資産評価損

当第３四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３四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　　　　　　　―――――

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30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 251,315千円

　 　

※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 163,885千円

貸倒引当金繰入額 1,282千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30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 504,425千円

　　　計 504,425千円

預入期間が３か月超の定期預金 △47,761千円

現金及び現金同等物 456,663千円
 

※　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 535,469千円

　　　計 535,469千円

預入期間が３か月超の定期預金 △44,161千円

現金及び現金同等物 491,308千円

　

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

27/38



　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年10月１日　

至　平成22年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
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３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 804

連結子会社 ― ― 　　―

合計 ― 804

　

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３四半期連結会計期間末まで
の変動額

　 　 　 　 　

　四半期純損失（△） 　 　 △59,959　 △59,959

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

― ― △59,959 ― △59,959

当第３四半期連結会計期間末残高 915,450794,928△1,363,712△845 345,821
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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３四半期連結会計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30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

1,158,794405,8021,564,597 ― 1,564,597

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 51 51 （51） ―

計 1,158,794405,8531,564,648（51） 1,564,597

営業利益又は営業損失（△） 14,256△137,391△123,134（95,132）△218,267

(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３四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３四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。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30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

1,344,919135,1551,480,075 ― 1,480,075

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

113 2,448 2,562 (2,562) ―

計 1,345,033137,6041,482,637(2,562)1,480,075

営業利益 119,179 9,300 128,480(63,792)64,688

(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３四半期連結累計期間(自  平成20年10月１日  至  平成21年６月30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

3,551,7552,064,1795,615,935 ― 5,615,935

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 227 227 (227) ―

計 3,551,7552,064,4075,616,162(227)5,615,935

営業利益又は営業損失（△） 95,855△539,040△443,184(293,081)△736,266

(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３四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３四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３四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年６月30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

3,671,084416,0314,087,115 ― 4,087,115

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

508 11,859 12,368(12,368) ―

計 3,671,593427,8914,099,484(12,368)4,087,115

営業利益又は営業損失（△） 232,091△61,787170,304(204,800)△34,495

(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３四半期連結会計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20年10月

１日  至  平成21年６月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年６月

30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３四半期連結会計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20年10月

１日  至  平成21年６月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年６月

30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３四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３四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年９月30日)

　 　

　 1,576.34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３四半期連結累計期間
　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △20,572.18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（△） △268.64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３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △1,254,169 △59,959

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △1,254,169 △59,959

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) 60,964 223,197

　
　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △4,509.38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 220.23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３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30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)

△279,776 49,154

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）
(千円)

△279,776 49,154

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) 62,043 223,197
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(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８月11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３四半期連

結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年10月１日

から平成21年６月30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６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月10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３四半期連

結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年10月１日

から平成22年６月30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６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連

結累計期間の経営成績並びに第３四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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