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四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30 日） 
（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        ％

23年３月期第１四半期 61,292  17.9 1,433 267.3 1,249 610.7 687  ― 
22年３月期第１四半期 52,000 △16.5 390  ― 175  ―  △83  ― 

 

 
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

23年３月期第１四半期 1,073.96  ― 
22年３月期第１四半期 △130.49 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 110,305 34,126 29.7 51,247.49
22年３月期 116,328 33,514 27.7 50,301.95

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期        32,810百万円 22年３月期             32,205百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

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   
22年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00   
23年３月期 ―    

23年３月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 110,000  △3.6 1,900   2.2 1,400   8.0 800 114.0 1,249.53
通  期 210,000 △11.4 3,000 △26.1 1,900 △27.6 1,600  6.0 2,499.06

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (社名) ― 除外 ―社 (社名) ― 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 640,240株 22年３月期 640,240株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ― 株 22年３月期 ― 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 640,240株 22年３月期１Ｑ 640,240株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確
実な要因に係る本発表資料日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因に
よって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、連結業績予想の詳細に関しましては、本日別途公
表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、政府の景気刺激対策効果等により一部で消費回復の

動きも見られるものの、欧州市場の先行き懸念等を背景に円高や株式市場の低迷が続くなど、全体として

は不透明な状況が続いております。 

当社グループの主な事業領域であります携帯電話販売市場におきましても、端末販売台数については下

げ止まりの兆候も見られるものの、事業環境は依然厳しい状況にあります。 

このような経営環境の下、当社グループは、本年５月に発表したオリンパスビジネスクリエイツ株式会

社への事業譲渡（本年７月１日に実施）を通じて、当社のサービス＆ソリューション事業を新設の同関連

会社に集約するとともに、テレコム事業を中心とする情報通信サービスに経営資源を集中させることを決

定し、本方針の下、積極的な事業戦略を展開しております。 

当第１四半期連結会計期間における業績につきましては、前連結会計年度において実施いたしました情

報通信サービス事業における販売チャネル拡大の施策が奏功し、連結売上高は612億92百万円（対前年同

四半期比17.9％増）となりました。 

一方、利益面においても、携帯電話販売市場における通信事業者からの手数料体系及び水準改定の影響

を受けたものの、販売チャネルの拡大に伴い端末販売台数が増加したことに加え、販売費及び一般管理費

の効率的な使用を進めた結果、営業利益は14億33百万円（対前年同四半期比267.3％増）となり、前連結

会計年度において不採算事業から撤退した効果等もあり、前年同四半期に比べ大幅な増益となりました。

受取利息61百万円、支払利息２億18百万円等を計上した結果、経常利益は12億49百万円（同610.7％増）

となりました。また、関係会社株式売却益63百万円、持分変動利益40百万円等による特別利益１億48百万

円、事業再構築関連損失１億67百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億59百万円、たな卸

資産評価損１億22百万円等による特別損失４億86百万円を計上し、税金費用１億58百万円等を控除した結

果、四半期純利益は６億87百万円（前年同四半期は83百万円の四半期純損失）となり、前年同四半期の純

損失計上から黒字に転換いたしました。 

なお、当連結会計年度より、従来「テレコム事業」としていた事業分野の名称を「情報通信サービス事

業」に変更し、また「サービス＆ソリューション事業」としていた事業分野は、第２四半期において当事

業の売却を行ったことから、「その他事業」としております。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

連結貸借対照表の変動といたしましては、前連結会計年度末と比較し、当社における前事業年度末の仕

入債務の支払い、また当社及び連結子会社における借入金の返済等により、第１四半期連結会計期間末の

総資産は60億23百万円減少し、1,103億５百万円となりました。四半期純利益６億87百万円を計上した結

果、純資産は341億26百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.7%から29.7%となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

一部の連結子会社においては、当第１四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、前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方

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固定資産については、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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理の変更 

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

24号 平成20年３月10日）を適用しております。本会計基準の適用に伴う影響はありません。 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ10百万円、税金等調整前四半期純利益は170百万円

減少しております。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計

基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しており

ます。 

 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,523 21,917

受取手形及び売掛金 24,697 32,255

商品及び製品 11,217 9,721

仕掛品 248 242

その他 7,653 6,954

貸倒引当金 △276 △268

流動資産合計 66,062 70,822

固定資産   

有形固定資産 6,030 6,203

無形固定資産   

のれん 25,736 26,552

その他 1,547 1,582

無形固定資産合計 27,284 28,135

投資その他の資産   

投資有価証券 3,487 3,479

その他 8,456 8,718

貸倒引当金 △1,015 △1,032

投資その他の資産合計 10,928 11,166

固定資産合計 44,242 45,505

資産合計 110,305 116,328
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(単位：百万円)

当第１四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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,197 27,408

短期借入金 4,958 5,898

1年内返済予定の長期借入金 7,292 7,799

未払法人税等 327 448

引当金 3 2

その他 9,154 8,961

流動負債合計 44,932 50,517

固定負債   

社債 340 360

長期借入金 28,420 29,543

退職給付引当金 1,585 1,562

その他の引当金 22 31

その他 877 799

固定負債合計 31,245 32,296

負債合計 76,178 82,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,443 25,443

資本剰余金 9,458 18,014

利益剰余金 △25 △9,270

株主資本合計 34,875 34,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △176 △160

繰延ヘッジ損益 △583 △486

土地再評価差額金 △113 △113

為替換算調整勘定 △1,191 △1,222

評価・換算差額等合計 △2,064 △1,982

少数株主持分 1,316 1,308

純資産合計 34,126 33,514

負債純資産合計 110,305 116,328
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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：百万円)

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

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

売上高 52,000 61,292

売上原価 41,878 50,532

売上総利益 10,122 10,759

販売費及び一般管理費 9,731 9,326

営業利益 390 1,433

営業外収益   

受取利息 56 61

受取配当金 0 7

持分法による投資利益 15 －

為替差益 10 －

その他 53 50

営業外収益合計 136 119

営業外費用   

支払利息 269 218

持分法による投資損失 － 32

その他 81 52

営業外費用合計 351 302

経常利益 175 1,249

特別利益   

関係会社株式売却益 62 63

投資有価証券売却益 77 －

持分変動利益 － 40

その他 9 44

特別利益合計 148 148

特別損失   

固定資産除売却損 16 14

投資有価証券評価損 89 0

投資有価証券売却損 － 7

減損損失 53 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 159

たな卸資産評価損 － 122

事業再構築関連損失 － 167

その他 59 14

特別損失合計 219 486

税金等調整前四半期純利益 105 911

法人税、住民税及び事業税 172 250

法人税等調整額 13 △92

法人税等合計 185 158

少数株主損益調整前四半期純利益 － 753

少数株主利益 3 66

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83 687
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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利益 105 911

減価償却費 604 396

減損損失 53 －

のれん償却額 764 679

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 159

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 △9

受取利息及び受取配当金 △57 △68

支払利息 269 218

持分法による投資損益（△は益） △15 32

投資有価証券売却損益（△は益） △77 7

持分変動損益（△は益） － △40

投資有価証券評価損益（△は益） 89 0

関係会社株式売却損益（△は益） △62 △63

売上債権の増減額（△は増加） 5,726 7,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,772 △1,501

仕入債務の増減額（△は減少） 113 △4,211

その他の資産の増減額（△は増加） △40 △147

その他の負債の増減額（△は減少） △387 5

その他 98 220

小計 5,436 4,163

利息及び配当金の受取額 60 86

利息の支払額 △96 △73

法人税等の支払額 △1,060 △346

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,340 3,829
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(単位：百万円)

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

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 200 －

有形固定資産の取得による支出 △500 △185

有形固定資産の売却による収入 10 0

無形固定資産の取得による支出 △416 △88

投資有価証券の取得による支出 △118 △17

投資有価証券の売却及び償還による収入 325 2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△16 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 201

子会社株式の取得による支出 △796 △54

短期貸付金の純増減額（△は増加） △458 △399

長期貸付金の回収による収入 2 1

営業譲受による支出 △903 －

その他の支出 △99 △131

その他の収入 183 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,590 △597

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） 2,188 △939

長期借入れによる収入 9 －

長期借入金の返済による支出 △5,530 △1,629

社債の償還による支出 － △20

少数株主への配当金の支払額 △111 △31

その他 △17 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,460 △2,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 71 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,638 601

現金及び現金同等物の期首残高 25,623 21,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,984 22,426
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

平成22年６月24日開催の当社第11回定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の

件が決議され、資本準備金の額を1,506百万円減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、効力発生

後のその他資本剰余金8,556百万円を繰越利益剰余金に振り替えて欠損填補しております。 

 

４．補足情報 

 事業の種類別売上高・営業利益 

                                          （単位：百万円） 

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日） 

増減率（％）

情報通信サービス 

事業 

売上高  39,219  51,360 31.0

営業利益 960 1,232 28.3

その他事業 
売上高 13,627 10,724 △21.3

営業利益  △218  476 ―

消去又は全社 
売上高 △846 △792 ―

営業利益 △351 △274 ―

合計 
売上高  52,000  61,292 17.9

営業利益  390  1,433 267.3

   

(注) 当連結会計年度より、従来「テレコム事業」としていた事業分野の名称を「情報通信サービス事業」

に変更し、また「サービス＆ソリューション事業」としていた事業分野は、第２四半期において当事業の

売却を行ったことから、「その他事業」としております。 
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