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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】 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第11期及び第12期第１四半期連結累計（会

計）期間においては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりま

せん。 

回次 
第12期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 6,358,278 27,928,204 

経常損益（千円） △77,857 65,623 

四半期（当期）純損益（千円） △85,124 △19,336 

純資産額（千円） 1,687,830 1,772,683 

総資産額（千円） 6,466,842 7,111,512 

１株当たり純資産額（円） 55,923.91 58,845.18 

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円） 
△2,865.84 △653.05 

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（％） 25.7 24.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
140,204 199,544 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△41,378 △197,252 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△218,000 712,200 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
1,355,196 1,474,370 

従業員数（人） 280 283 

－ 1 －



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び連結子会社９社（㈱プラスアルファ、アルファテクノロジー㈱、㈱アルファライズ、ア

ルファインターナショナル㈱、アルファソリューションズ㈱、アルファイット㈱、アルファテレコム㈱、㈱Ａ・Ｒ・

Ｍ、㈱アルファコミュニケーションズ）により構成されており、モバイル事業（アルファインターナショナル㈱、ア

ルファテレコム㈱）、オフィスサプライ事業（㈱アルファライズ）、人材事業（㈱プラスアルファ、アルファテクノ

ロジー㈱、㈱Ａ・Ｒ・Ｍ）、ＩＴ事業（アルファソリューションズ㈱、アルファイット㈱）、通信サービス事業（㈱

アルファライズ）、その他事業（アルファグループ㈱、㈱アルファライズ、㈱アルファコミュニケーションズ）を主

たる業務としております。 

 当第１四半期連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとお

りであります。 

 ＜モバイル事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

 ＜オフィスサプライ事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

 ＜人材事業、その他事業＞ 

 平成20年４月１日を期して㈱プラスアルファ（現㈱アルファコミュニケーションズ）の人材事業を会社分割

し、商号を㈱アルファコミュニケーションズと変更しております。なお、新設会社は旧社名と同じ㈱プラスア

ルファとして設立しております。各社の主要業務は、㈱アルファコミュニケーションズで固定電話回線等の契

約申込み取次ぎを行う回線獲得業務（その他事業）を行い、新設㈱プラスアルファにて人材事業を行います。 

 ＜ＩＴ事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

 ＜通信サービス事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

 （注）２．㈱プラスアルファ（現㈱アルファコミュニケーションズ）は、平成20年２月15日開催の臨時株主総会にお  

いて、平成20年４月１日を期して㈱プラスアルファ（現㈱アルファコミュニケーションズ）の人材事業及び

プロモーションデザイン事業を会社分割し、商号を㈱アルファコミュニケーションズと変更しております。

なお、新設会社は旧社名と同じ㈱プラスアルファとして設立しております。 

 （注）３．㈱プラスアルファの株式は、平成20年８月１日開催の当社取締役会において、ＭＢＯ（マネジメント・バ  

イ・アウト）の手法にて全株売却しております。 

なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 注記事項 （重要な後発事象）」を参照願います。  

 （注）４．㈱プラスアルファの株式は、当社100％出資子会社である㈱アルファコミュニケーションズが100％所有して

いるため、議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合であります。 

  

名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な事業の内容 

 ※（注）１ 

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

 ㈱プラスアルファ 

 ※（注）２．３．４ 

東京都渋谷区 50 人材事業 (100) 

軽作業請負・派遣  

資金援助あり 

  

－ 2 －



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数の〔外書〕は、臨時従業員の就業人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の就業人員であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 280（100） 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 40（０）  

－ 3 －



第２【事業の状況】 

１【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入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。

 （注）１ セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売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。

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

モバイル事業 2,075,540 － 

オフィスサプライ事業 1,330,863 － 

ＩＴ事業 91,640 － 

通信サービス事業 149,963 － 

その他事業 39,751 － 

合計 3,687,761 － 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

モバイル事業 3,574,149 － 

オフィスサプライ事業 1,481,284 － 

ＩＴ事業 120,975 － 

通信サービス事業 160,774 － 

人材事業 958,093 － 

その他事業 63,000 － 

合計 6,358,278 － 

－ 4 －



２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに締結又は決定した経営上の重要な契約等はありません。  

  

  

  

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）の我が国経済は、サブプライムローン問題によ

る米国経済の減速、原油・穀物等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により景気の減速傾向は一段と強まり、企

業業績や個人消費が伸び悩むなど、景気の先行きに不透明感が増してまいりました。 

 このような経済情勢の中、当社グループは、モバイル事業、オフィスサプライ事業、ＩＴ事業、人材事業を軸

に事業の拡大に注力してまいりました。 

 モバイル事業におきましては、各キャリアにおける端末機器の販売体系の見直しや新料金プランへの変更に対

応するため、携帯販売スタッフの教育を行い、サービスの向上に注力いたしました。 

 オフィスサプライ事業におきましては、当社グループ保有のコールセンター（渋谷・和歌山・愛媛）の活用を

通じて、カウネット登録顧客等への積極的な拡販事業の展開に努めてまいりました。 

 ＩＴ事業におきましては、企業ホームページの集客を効率的にサイトに誘導できる検索エンジン 適化対策と

して、完全成果報酬型ＳＥＯサービス提供Ｗｅｂサイト「集客ＵＰどっと混む」を中心に利用顧客の獲得に取り

組みました。 

 人材事業におきましては、営業拠点の拡大に注力いたしました。営業派遣では、６月に名古屋支店を開設、ま

た技術者派遣では滋賀支店を京都府京都市へ移転したことにより、新規取引先の開拓及び雇用の確保に努めてま

いりました。 

 この結果、当第１四半期の業績は、売上高63億58百万円、営業損失73百万円、経常損失77百万円、四半期純損

失は85百万円となりました。 

  

 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。 

   ①モバイル事業 

 社団法人電気通信事業者協会推計による当第１四半期における携帯電話加入契約数は、平成20年６月末で１億

364万件と、平成20年３月末より約92万件増加しました。キャリア別純増数では、平成20年３月末よりソフトバン

ク約52万件（純増シェア56.9％）、ＮＴＴドコモ約24万件（純増シェア26.1％）、ａｕは平成20年３月31日付でツ

ーカーの携帯電話サービスが終了したことによる影響で約３万件減少となりました。 

 このような環境の中で、当社グループ直営の携帯電話販売店を代理店化するなど、既存店舗や販売代理店の営業

人員の育成、代理店への販売支援及び店舗の開拓をより充実させることにより、営業活動の拡販に注力いたしまし

たが、販売台数は５万１千件にとどまりました。 

 また、当事業年度より２次商材としてフェリカリーダーライターを活用したリアルアフィリエイトサービスを開

始し、収益基盤の確立に向けた取り組みを行いました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は35億74百万円、営業損失24百万円となりました。 

   ②オフィスサプライ事業 

 オフィスサプライ事業の属するオフィス通販分野は、原紙・樹脂等の原材料価格の高騰や通販分野での競争は

激化し、ユーザーの購買チャネルの多様化など、依然厳しい状況が続く中、「カウネット」において、カタログ

掲載商品の差別化やお試しサンプル同封等の独自サービスを開始する等、積極的な広告宣伝活動が行われまし

た。 

 当社グループにおきましては、コールセンターにおいて、新規顧客の獲得や既存顧客の継続利用推進の活動に

注力し、登録済の累計法人顧客数は平成20年３月より約３万件増加しましたが、昨年度と同様に経年顧客（登録

が１年以上前であり且つ直近１年間注文が無い顧客）の見直しが実施され、実働する 終顧客数は41万件となり

ました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は14億81百万円、営業利益28百万円となりました。 

   ③ＩＴ事業 

 ＩＴ事業におきましては、前期に引き続き、安定した収益を確保できる完全成果報酬型ＳＥＯサービス提供Ｗｅ

ｂサイト「集客ＵＰどっと混む」とｅコマースサイト構築・運営支援の商材「小売パートナー」を中心に代理店販

売を主軸に新規顧客の獲得に注力いたしました。 

 当第１四半期は、営業部門の組織を拡充し、顧客獲得に向けたサービスの提供を充実させるため、人件費や採用

費等の販売管理費が増加いたしました。 

－ 5 －



 この結果、当第１四半期の売上高は１億20百万円、営業損失44百万円となりました。 

  

   ④通信サービス事業 

 通信サービス事業におきましては、格安国際電話サービス「ワールドリンク」の新規顧客の獲得に向け、開拓費

用を増やしたほか、顧客継続率の向上を促進させるために費やした、顧客管理費用の増加や代理店への手数料支払

いにより、当第１四半期の売上高は１億60百万円、営業損失５百万円となりました。 

   ⑤人材事業 

 人材事業におきましては、専門分野の人員採用が継続し、特に大手企業においては正社員雇用の促進化が見られ

ます。しかし一方では、コスト削減による経営効率化を推進し、固定費を抑制しているため、採用においても、正

社員を単純に採用するのではなく、パート、アルバイト、派遣社員等と採用活動も多様化する傾向にあります。 

 当社グループの派遣事業におきましては、営業派遣事業が６月に名古屋支店を新規開設し、また、機械、電気、

電子、情報分野の成長を遂げている技術者派遣は、滋賀支店を京都府京都市に移転するなど、国内主要都市の拠点

展開を図り、新規法人顧客の獲得及び雇用の確保に努めてまいりました。これによる先行投資としての人件費や採

用・教育費用等が増加しました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は９億58百万円、営業損失23百万円となりました。 

   ⑥その他事業 

 その他事業においては、固定電話の契約申込取次ぎ等や当社グループ保有のカウネット顧客等に対して、ＥＴＣ

車載器の販売を行っております。 

 この結果、当第１四半期の売上高は63百万円、営業損失３百万円となりました。 

  

(2) 業績の状況 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により１億40百万円増加し、投資活動により41百

万円減少し、財務活動ににより２億18百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より１億19

百万円の減少となり、当第１四半期末残高は13億55百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は、１億40百万円となりました。これは主に、売上債権の減少３億60百万円、たな卸資産

の減少２億11百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少１億83百万円等の減少要因があったことによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、41百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円等

の減少要因に対し、差入保証金の回収による収入13百万円等の増加要因があったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は、２億18百万円となりました。これは主に、短期借入金１億70百万円の純減少、長

期借入金の返済による支出51百万円等の減少要因があったことによるものであります。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

   当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

   該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四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 

①重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

②重要な設備計画の完了 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の拡充、改修について完了

したものは、次のとおりであります。 

 アルファイット株式会社（国内子会社）及びアルファソリューションズ株式会社（国内子会社）において、前連

結会計年度末に計画しておりました本社事務所の移転については、平成20年５月に完了しております。 

  

③当第１四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、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

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】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行されたものは含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 100,800 

計 100,800 

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成20年８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 30,810 30,968 
ジャスダック 

証券取引所 

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 

計 30,810 30,968 ─ ─ 

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 170 

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（株）（注）２ 170 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 25,000 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～ 

平成24年５月31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（円） 

発行価格   25,000 

資本組入額  12,500 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認められません。

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 － 
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２ 当社が行使時の払込金額を調整したときは、株式数は次の算式で調整されます。 

３ 当社が以下の事項を行うときは、行使時の払込金額は次の算式で調整されます。また、当社普通株式が証券

取引所または日本証券業協会の店頭市場に上場する（以下「上場等」という。）前においては、調整後払込

金額を下回る条件を付した新株予約権あるいは種類株式の発行、当社の合併、株式交換、株式移転、資本の

減少その他、発行株式数の変更または可能性を生ずる事由の発生によって払込金額の調整を必要とするとき

は、新株予約権者の承諾を得て払込金額の調整を適切に行うこととしております。 

① 株式分割の場合 

② 株式併合の場合 

③ 上場等の前においては調整前払込金額を、上場等の後においては時価を、それぞれ下回る価額で新株を発

行する場合 

④ 上場等の前においては調整前払込金額を、上場等の後においては時価を、それぞれ下回る価額で自己株式

を処分する場合 

４ 新株予約権の権利行使についての条件に関する事項 

(1）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役・従業員・顧問及び当社子会社の従業員の地位

にあることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合

は、この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとします。 

③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところにより

ます。 

(2）新株予約権の消却事由及び条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却します。

② その他、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところにより、当社は

新株予約権を無償で消却します。 

調整後株式数＝
調整前株式数×１株当たり調整前払込金額 

１株当たり調整後払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数 

既発行株式数＋新発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
併合前発行株式数 

併合後発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
(既発行株式数－自己株式数)＋新発行株式数×(１株当り払込金額÷１株当り調整前払込金額又は時価) 

(既発行株式数－自己株式数)＋新発行株式数 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
(既発行株式数－処分前自己株式数)＋処分自己株式数×(１株当り処分金額÷１株当り調整前払込金額又は時価) 

(既発行株式数－処分前自己株式数)＋処分自己株式数 
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（平成15年11月13日臨時株主総会決議） 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式数は次の算式で調整されます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使時の払込金額は次の算式で調整されます。 

４ 新株予約権の権利行使についての条件に関する事項 

(1）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の役員若しくは従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限

りではありません。 

③ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると

ころによります。 

(2）新株予約権の消却事由及び条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却すること

ができます。 

② 上記(1)の②及び③に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、及

び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償で消却する

ことができます。 

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 188 

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（株）（注）２ 188 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 37,500 

新株予約権の行使期間 
平成19年２月１日～ 

平成25年11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（円） 

発行価格   37,500 

資本組入額  18,750 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認められません。

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 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割（または併合）の比率 
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(平成17年６月29日定時株主総会決議) 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式数は次の算式で調整されます。 

      調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ 当社が以下の事項を行うときは、行使時の払込金額は次の算式で調整されます。 

 (1)当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使時の払込金額は次の算式で調整されます。 

(2)当社が発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を

除く）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整されます。 

その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場

合に限る）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されます。 

なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数としております。 

上記の場合の他、発行日後に、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを

得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整されま

す。 

４ 新株予約権の権利行使についての条件に関する事項 

 (1)新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、顧問、及び使

用人の地位にあることを要します。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由が

ある場合は、この限りではありません。 

②新株予約権の相続は認めないものとします。 

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。 

④その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」により定めるところによります。 

決議年月日 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数(個)（注）１ 406 

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(株)（注）２ 406 

新株予約権の行使時の払込金額(円)（注）３ 211,450 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日～ 

平成29年７月31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(円) 

発行価格   211,450 

資本組入額  105,725 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも

のとします。 

 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 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1 

分割(または併合)の比率 

        既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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 (2)新株予約権の消却事由及び条件 

①当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書

承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却す

ることができます。 

②新株予約権者が権利行使する前に、４（１）①に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使

できなくなった場合、または新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該

新株予約権を無償で消却することができます。 

③その他の新株予約権の消却事由及び条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当契約」により定めるところによります。 

(平成19年２月16日取締役会決議) 

決議年月日 
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数(注)１(個) 

第１回 2,000 

第２回 2,000 

第３回 2,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) 

第１回 － 

第２回 － 

第３回 － 

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(注)２

(株) 

第１回 2,000 

第２回 2,000 

第３回 2,000 

新株予約権の行使時の払込金額 

(注)３(注)４(注)５(円) 

第１回 140,000 

第２回 200,000 

第３回 250,000 

新株予約権の行使期間 
 平成19年３月６日～ 

平成22年３月５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(円) 

第１回 
発行価格   140,000 

資本組入額   70,000 

第２回 

発行価格   200,000 

資本組入額  100,000 

(注)６ 

第３回 

発行価格   250,000 

資本組入額  125,000 

(注)６ 

新株予約権の行使の条件 (注)７ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

ものとします。 

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 － 
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 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものであります。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものであります。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的

な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものであります。 

３ 行使価額の調整は以下のとおりであります。 

(1） 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行

済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

(2） 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただ

し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場

合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当

該払込期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は

その日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株

主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当に

ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）

に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用す

る。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって

当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）または本項第

(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新

株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む）、調整後の行

使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または

権利の全てが当初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使

価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割

当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための

基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新

株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場

合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もし

くは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該

対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効

力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき

は、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、こ

れを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した

新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。 

        既発行 

普通株式数
＋

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額） ×

調整前行使価額により当該 

期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 
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(3） 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生

し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの

差額を差引いた額を使用する。 

(4）① 行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合

は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合

は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に

おける当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使

価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる

当社普通株式数を含まないものとする。 

(5） 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6） 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の

前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用

の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

４ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法は次のとおりであります。 

(1） 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数を

乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。 

(2） 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額(以下

「行使価額」という。)は、第１回：当初140,000円、第２回：当初200,000円、第３回：当初250,000円

（以下「当初行使価額」という。）とする。 

５ 新株予約権の行使請求の方法は次のとおりであります。 

(1） 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載

してこれに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、行使請求期間中

に当社指定の行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(2） 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されている場

合は）本新株予約権証券を当社指定の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して

出資の目的とされる金銭の全額を現金にて当社指定の払込取扱場所である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

渋谷中央支店の口座に振り込むものとする。 

(3） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新

株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生す

る。 
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６ 第２回、第３回新株予約権に関しては次のとおり行使価額の修正を行うことができます。 

当社は平成19年３月６日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修

正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権

者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、第19項第(3)号に定める本新

株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日

の前日当日を含む。）までの３連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社ジャスダック証券

取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値の

93％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正される。上記３連続取引日の間に第11項に基づく

調整の原因となる事由が発生した場合には、当該３連続営業日の取引所における当社普通株式の普通取引の

終値を当該事由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出する。ただし、かかる修正後の行使価額

が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限

行使価額」は当初、100,000円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。 

７ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

（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】 

 （注）１ 新株予約権の行使による増加であります。 

２ 平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が158株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ1,975,000円増加しております。  

（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四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。  

  

  

  

  

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20年４月１日～ 

 平成20年６月30日 

 （注）１ 

  

80 30,810 1,500 525,703 1,500 485,305 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四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ないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。  

①【発行済株式】 

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が５株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれておりま

す。  

  

  

②【自己株式等】 

  

  

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（平成20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) 普通株式 1,086 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 29,644 29,644 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数            30,730 ― ― 

総株主の議決権 ― 29,644 ― 

(平成20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(％)

アルファグループ株式会社 東京都渋谷区東１－26－20 1,086 ― 1,086 3.53 

計 ― 1,086 ― 1,086 3.53 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 

高（円） 41,700 41,800 40,000 

低（円） 38,000 34,150 36,000 
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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。 

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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第11期連結会計年度              あずさ監査法人 

 第12期第１四半期連結累計期間    東陽監査法人 
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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１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,365,196 1,474,370

受取手形及び売掛金 1,761,424 2,117,636

商品 636,117 857,223

仕掛品 25,673 15,970

その他 725,374 669,332

貸倒引当金 △15,781 △17,059

流動資産合計 4,498,005 5,117,473

固定資産   

有形固定資産 ※1  172,875 ※1  166,496

無形固定資産   

のれん 312,972 342,894

その他 57,532 60,827

無形固定資産合計 370,505 403,722

投資その他の資産   

差入保証金 723,206 727,443

その他 760,610 754,753

貸倒引当金 △58,359 △58,378

投資その他の資産合計 1,425,456 1,423,819

固定資産合計 1,968,836 1,994,038

資産合計 6,466,842 7,111,512

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,309,148 1,492,564

短期借入金 2,190,000 2,360,000

1年内返済予定の長期借入金 204,000 204,000

未払法人税等 19,311 12,312

引当金 30,445 51,169

その他 528,384 659,073

流動負債合計 4,281,289 4,779,120

固定負債   

長期借入金 376,800 427,800

その他 120,922 131,908

固定負債合計 497,722 559,708

負債合計 4,779,011 5,338,828
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 525,703 524,203

資本剰余金 485,305 483,805

利益剰余金 893,566 978,691

自己株式 △242,293 △242,293

株主資本合計 1,662,282 1,744,406

新株予約権 3,600 3,600

少数株主持分 21,948 24,677

純資産合計 1,687,830 1,772,683

負債純資産合計 6,466,842 7,111,512
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

売上高 6,358,278

売上原価 5,590,821

売上総利益 767,457

販売費及び一般管理費 ※  840,592

営業損失（△） △73,134

営業外収益  

受取利息 1,128

助成金収入 2,152

その他 1,264

営業外収益合計 4,545

営業外費用  

支払利息 9,252

その他 16

営業外費用合計 9,269

経常損失（△） △77,857

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,296

短期解約損失引当金戻入額 1,500

特別利益合計 2,796

特別損失  

固定資産除却損 4,311

特別損失合計 4,311

税金等調整前四半期純損失（△） △79,372

法人税、住民税及び事業税 19,913

法人税等調整額 △11,433

法人税等合計 8,480

少数株主損失（△） △2,728

四半期純損失（△） △85,124
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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）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20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（△） △79,372

減価償却費 15,417

のれん償却額 29,922

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,296

引当金の増減額（△は減少） △20,724

受取利息及び受取配当金 △1,128

支払利息 9,252

固定資産除却損 4,311

売上債権の増減額（△は増加） 360,227

たな卸資産の増減額（△は増加） 211,947

仕入債務の増減額（△は減少） △183,416

その他 △196,943

小計 148,197

利息及び配当金の受取額 1,474

利息の支払額 △9,130

法人税等の支払額 △6,692

法人税等の還付額 6,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,204

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △17,841

営業譲受による支出 △5,163

投資有価証券の取得による支出 △10,000

定期預金の預入による支出 △10,000

差入保証金の差入による支出 △6,021

差入保証金の回収による収入 13,044

その他 △5,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,378

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） △170,000

長期借入金の返済による支出 △51,000

株式の発行による収入 3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,173

現金及び現金同等物の期首残高 1,474,370

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,355,196
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【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１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更  

 当第１四半期連結会計期間より、㈱

プラスアルファは新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。 

  また、旧㈱プラスアルファは、平成

20年４月１日付で㈱アルファコミュニ

ケーションズへ商号変更しておりま

す。 

（2）変更後の連結子会社の数 

９社 

２．持分法の適用に関する事

項の変更 

該当事項はありません。 

  

３．会計処理基準に関する事

項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として移動平

均法による原価法（移動体通信機器に

ついては、個別法による原価法）によ

っておりましたが、当第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、主として移動平均法による原

価法（移動体通信機器については、個

別法による原価法）（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

響はありません。 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

  （2）リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（日本公認会計士協会  会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計

年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることになったこと

に伴い、当第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常

の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を適用しております。 

  これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失に与える影

響はありません。 
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【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 該当事項はありません。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

  （3）会計方針の変更 

  従来販売費及び一般管理費に含めて

計上しておりましたモバイル事業にお

ける販売代理店に対して支払う「支払

手数料」を、当第１四半期連結会計期

間より売上原価として計上する方法に

変更しております。これは、移動体通

信キャリアによる携帯端末の販売体系

の見直しにより、支払手数料の増加傾

向及び原価性が顕著になったため、売

上高と支払手数料の対応関係を見直し

たことによるものであります。 

  これにより、従来の方法によった場

合と比べ、当第１四半期連結会計期間

の売上原価は957,710千円増加し、売

上総利益及び販売費及び一般管理費は

同額減少しておりますが、営業損失、

経常損失及び税金等調整前四半期純損

失に与える影響はありません。 

   なお、セグメント情報に与える影響

はありません。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

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等を

使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法  四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に

関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な

方法により算定しております。 

３．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

按分する方法により算定しております。 

４．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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、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場合に、前連結会計年

度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によ

り算定しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、112,458千円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、108,871千円で

あります。 

 ２ 偶発債務 

（1）連結子会社以外の会社の仕入債務に対して債務

保証を行っております。 

  

（2）当社連結子会社の製品販売に伴う得意先のリー

ス債務に対して保証類似行為を行っております。 

  

保証先 金額 内容 

㈱アクイジション 11,497千円 仕入債務  

保証先 金額 内容 

得意先34社 47,165千円 リース債務 

 ２ 偶発債務 

（1）連結子会社以外の会社の仕入債務に対して債務

保証を行っております。 

  

（2）当社連結子会社の製品販売に伴う得意先のリー

ス債務に対して保証類似行為を行っております。 

  

保証先 金額 内容 

㈱アクイジション 10,496千円 仕入債務  

保証先 金額 内容 

得意先30社 43,691千円 リース債務 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 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。 

  

給与手当 334,472千円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20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 

（平成20年６月30日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 1,365,196

預入期間が３か月超の定期預金 △10,000

現金及び現金同等物 1,355,196
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

普通株式  30,810株 

普通株式  1,086株 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数 

（株） 

四半期連結会計
期間末残高 

（千円） 

提出会社 平成19年第１回新株予約権 普通株式 2,000 1,000 

提出会社 平成19年第２回新株予約権 普通株式 2,000 1,400 

提出会社 平成19年第３回新株予約権 普通株式 2,000 1,200 

合計 － 6,000 3,600 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、商品、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な商品等 

(1) モバイル事業……移動体通信端末の販売及び通信サービスの契約申込の取次ぎ。 

(2) オフィスサプライ事業…… 終顧客への事務用品等の通信販売の取次ぎ。 

(3) ＩＴ事業……ＳＥＯサービスの販売、システム受託開発、 

ＩＴソリューションサービス「小売パートナー」の販売等。 

(4) 通信サービス事業……格安電話サービス事業。 

(5) 人材事業……物流、建築、イベント関連等の短期軽作業の請負、派遣等。 

プロモーションの企画立案、運営管理等。 

(6) その他事業……固定電話回線等（おとくライン等）の契約申込の取次ぎ。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日 至  平成20年６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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】 

 当第１四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日 至  平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

  

（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  
モバイル 
事業 

（千円） 

オフィス 
サプライ 
事業 

（千円） 

ＩＴ 
事業 

（千円） 

通信 
サービス 
事業 

（千円） 

人材事業 
（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 
3,574,149 1,481,284 120,975 160,774 958,093 63,000 6,358,278 － 6,358,278 

(2）セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高 

169 3,605 685 70 701 － 5,232 (5,232) － 

計 3,574,318 1,484,890 121,661 160,845 958,794 63,000 6,363,511 (5,232) 6,358,278 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△24,340 28,322 △44,512 △5,119 △23,762 △3,721 △73,134 － △73,134 
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（企業結合等関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年６月30日） 

 （共通支配下の取引等） 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事

業分離の概要 

（1） 分離先企業の名称 

㈱プラスアルファ（新設会社） 

（2） 分離した事業の内容 

人材事業及びプロモーションデザイン事業 

（3） 事業分離を行った主な理由 

人材事業及びプロモーションデザイン事業の専門性を強化するため。 

（4） 事業分離日 

平成20年４月１日 

（5） 法的形式を含む事業分離の概要 

 当社の子会社である㈱アルファコミュニケーションズ（旧㈱プラスアルファは、平成20年４月１日付

で㈱アルファコミュニケーションズへ商号変更しております。）を分割会社とし、㈱プラスアルファを

承継会社とする新設分割を行っております。 

  

２．実施した会計処理の概要 

 本分割は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引として消去しております。したがって、当該会計

処理が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 55,923.91円 １株当たり純資産額 58,845.18円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 2,865.84円

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの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。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（千円） △85,124 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純損失（千円） △85,124 

期中平均株式数（株） 29,703 

    

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

 － 
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（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年

度末に比べて著しい変動がありません。 

  

  

２【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 １．子会社株式の譲渡 

 子会社株式の譲渡については、平成20年８月１日開催の

当社取締役会において決議され、平成20年８月１日に当社

の連結子会社である株式会社プラスアルファの全株式を同

社に譲渡しております。 

(1) 株式譲渡の理由 

 株式会社プラスアルファの代表取締役より同社全株の譲

受の申し込みがあり、当社グループの経営方針、資金効率

性、昨今の軽作業派遣マーケットの動向及び競合他社の経

営状況を総合的に勘案し、また同社の代表取締役の今後の

経営方針に照らした結果、同社の経営の自立を図るべく譲

渡することが双方の企業価値の向上に繋げるために 適な

選択と判断し、譲渡することになりました。 

(2) 株式譲渡する子会社の概要 

① 商号    株式会社プラスアルファ 

② 代表者   代表取締役社長 小原 孝徳 

③ 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番７号 

④ 設立年月日 平成20年４月１日 

⑤ 事業の内容 人材事業及びプロモーションデザイン  

事業 

⑥ 決算期   ３月31日 

⑦ 従業員数  63名 

 ⑧ 資本の額  50,000千円 

 ⑨ 発行済株式総数 1,000株 

 ⑩ 大株主構成および所有割合 

     株式会社アルファコミュニケーションズ 100％

(3) 株式譲渡先 小原 孝徳（株式会社プラスアルファ代

表取締役）他２名 

(4) 譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況 

 ① 譲渡前の所有株式数 1,000株（所有割合 100％） 

 ② 譲渡株式数 1,000株（譲渡金額 75,000千円） 

 ③ 譲渡後の所有株式数 －株（所有割合 －％） 

  

－ 30 －



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。 

－ 31 －



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２０年８月７日

アルファグループ株式会社 

取締役会 御中 

東 陽 監 査 法 人 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 金野 栄太郎  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 山田 嗣也  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」に掲げられているアルファグルー

プ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成２０年

４月１日から平成２０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、アルファグループ株式会社及び連結子会社の平成２０年６月３０日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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 

 「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、3．会計処理基準に関する事項の変更、（3）会

計方針の変更」に記載されているとおり、会社は、従来販売費及び一般管理費に含めて計上しておりましたモバイル

事業における販売代理店に対して支払う「支払手数料」を、当連結会計年度より売上原価として計上する方法に変更

している。 

  

 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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