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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23年３月31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 9,062 79.2 306 108.8 273 100.1 167 △20.8

22年３月期第１四半期 5,056 124.7 146 － 136 － 211 －

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 372 39 368 53

22年３月期第１四半期 470 01 467 13

 (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 14,871 2,231 12.2 4,041 69

22年３月期 7,368 1,614 21.8 3,572 16

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,817百万円 22年３月期 1,605百万円

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

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) 13,621 ─ 513 ─ 487 ─ 312 ─ 693 97

通期 30,000 ─ 1,500 ─ 1,454 ─ 1,163 ─ 2,586 84



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「２．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 ： 有

  新規 ３社 (テレセン株式会社、株式会社ワールドテレネット、クレア株式会社) 

   除外 －（社名         )

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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 449,582株 22年３月期 449,582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 449,582株 22年３月期１Ｑ 449,582株

(注意事項)
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＜業績の概要＞ 

（注）決算期変更に伴い、前連結会計年度の第１四半期は平成21年６月１日～平成21年８月31日となりますので、

以下では前第１四半期との比較増減は記載せず、数値の記載のみにとどめております。 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、一部景気回復の兆しと共に企業業績が回復傾向に

あると言われているものの、欧州をはじめとする世界景気の先行きも懸念されており、加えてデフレや

円高等の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。特に個人消費は依然として低

迷しており、企業を取り巻く環境は厳しい状況で推移してまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループでは、より安定した経営体制を構築するため、 重要課題であ

るストック収益の積み上げを引き続き行う一方、関西地区で携帯電話店舗を運営する企業を子会社化す

ることにより、携帯電話市場において優位性を確保することに注力いたしました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高は9,062百万円（前年同四半期5,056百

万円）となりました。また、営業利益は306百万円（前年同四半期146百万円）、経常利益は273百万円

（前年同四半期136百万円）、四半期純利益は167百万円（前年同四半期211百万円）となりました。四

半期純利益が減少した主な要因は、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴い、特別損失70百万円を

計上したことによるものです。 

 セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

＜当第１四半期のセグメント別の状況＞ 

〔情報インフラ事業〕 

情報インフラ事業におきましては、関西地区を中心とした携帯電話店舗の運営、およびブロードバン

ド回線加入取次ぎを行っております。 

 携帯電話販売につきましては、テレセン株式会社、株式会社ワールドテレネット、および株式会社ア

イ・エム・エヌが、当第１四半期連結会計期間に連結子会社となったことに伴い、店舗数が大幅に増加

いたしました。また、ブロードバンド回線取次ぎに関しても前連結会計年度に引き続きイベント会場で

のプロモーション販売に注力いたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は7,454百万円、営業利益は312百万円となりました。 

  

〔法人ソリューション事業〕 

法人ソリューション事業におきましては、ＩＴソリューションパック、法人向け携帯電話等の販売・

契約取次、およびサポート事業を行なっております。 

 当第１四半期連結会計期間につきましては、法人向け携帯電話販売の拠点を関西地区に集約すること

により、生産性の向上を図りました。また、クラウドコンピーティングを利用したレンタルサーバー、

医療法人向け検索システム、レセプトチェックソフト、およびスマートフォン向けサポート事業などの

新商材の拡大を図りました。 

 以上の結果、当事業の売上高は1,543百万円、営業利益は25百万円となりました。 

  

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
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総資産は、前連結会計年度末に比べ7,503百万円増加し、14,871百万円となりました。総資産が増加

した主な要因は、連結範囲の変更によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ6,885百万円増加し、12,640百万円となりました。負債が増加した

主な要因は、連結範囲の変更によるものおよび借入金の増加であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ617百万円増加し、2,231百万円となりました。純資産が増加した

主な要因は、利益剰余金および少数株主持分が増加したことであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

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475百万円増加し、投資活動

により362百万円減少し、財務活動により2,609百万円増加し、その結果、現金及び現金同等物は前連結

会計年度より2,722百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は3,631百万円となりました。 

  

(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、475百万円（前年同四半期に得た資金は208百万円）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少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、362百万円（前年同四半期に得た資金は35百万円）となりまし

た。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出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) 

財務活動の結果得た資金は、2,609百万円（前年同四半期に使用した資金は114百万円）となりまし

た。これは主に、短期借入れによる収入、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出によ

るものであります。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末日（平成22年６月30日）における当社の連結経営成績および財政状態は計
画通りに推移しているため、平成22年３月31日付、当社「平成22年３月期決算短信」で発表の業績予想に
変更はありません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債および純資産の状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間より、テレセン株式会社、株式会社ワールドテレネットおよびクレア株式
会社は株式取得により当社の子会社となったため、連結の範囲に含めております。 

  

（簡便的な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績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 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出については、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して算定

する方法によっております。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境及び一時差異等の

状況に著しい差異がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利

用する方法によっております。 

  

⑥連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異がある場合および取引金額に差異がある場合には、合理的な範囲

内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

  

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及び経常利益はそれぞれ2,733千円減少し、税金等調整前四半期純利益は73,402

千円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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当第１四半期連結会計期間(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。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

－ 5 －

株式会社パイオン（２７９９）平成23年３月期第１四半期決算短信



3. 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 3,668,610 909,346

受取手形及び売掛金 3,418,691 2,795,110

商品及び製品 991,992 587,358

繰延税金資産 458,000 458,000

その他 236,445 417,633

貸倒引当金 △27,128 △268,967

流動資産合計 8,746,610 4,898,481

固定資産

有形固定資産 1,768,130 354,385

無形固定資産

のれん 2,109,526 581,596

ソフトウエア 52,198 35,192

その他 15,539 2,775

無形固定資産合計 2,177,264 619,564

投資その他の資産

投資有価証券 440,994 349,467

差入保証金 1,372,758 1,073,606

長期滞留債権 886,437 552,472

その他 407,766 71,992

貸倒引当金 △928,060 △551,288

投資その他の資産合計 2,179,896 1,496,250

固定資産合計 6,125,291 2,470,199

資産合計 14,871,902 7,368,681
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(単位：千円)

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

買掛金 2,577,963 1,728,677

短期借入金 2,526,000 －

1年内償還予定の社債 99,500 －

1年内返済予定の長期借入金 945,267 400,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 330,000 330,000

未払金 979,572 413,481

未払法人税等 41,884 29,350

解約調整引当金 43,048 45,204

賞与引当金 61,264 29,954

その他 764,175 778,782

流動負債合計 8,368,676 3,755,449

固定負債

社債 956,000 －

長期借入金 2,791,359 1,509,583

偶発損失引当金 70,080 91,737

負ののれん 74,540 84,262

その他 379,907 313,626

固定負債合計 4,271,887 1,999,209

負債合計 12,640,563 5,754,659

純資産の部

株主資本

資本金 1,249,997 1,249,997

資本剰余金 749,997 749,997

利益剰余金 △229,922 △397,344

株主資本合計 1,770,072 1,602,650

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,000 3,328

評価・換算差額等合計 47,000 3,328

新株予約権 9,644 8,043

少数株主持分 404,621 －

純資産合計 2,231,339 1,614,021

負債純資産合計 14,871,902 7,368,681
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31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 5,056,394 9,062,136

売上原価 3,557,112 6,672,035

売上総利益 1,499,281 2,390,100

販売費及び一般管理費 1,352,348 2,083,341

営業利益 146,933 306,759

営業外収益

受取利息 302 6,590

受取手数料 449 －

負ののれん償却額 9,722 9,722

その他 6,292 6,881

営業外収益合計 16,767 23,194

営業外費用

支払利息 22,200 42,084

支払手数料 － 11,640

その他 4,803 2,683

営業外費用合計 27,003 56,408

経常利益 136,697 273,545

特別利益

固定資産売却益 － 8,487

関係会社株式売却益 45,816 －

貸倒引当金戻入額 17,059 12,499

その他 486 4,832

特別利益合計 63,362 25,818

特別損失

固定資産除却損 4,167 26,660

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 70,669

その他 408 3,779

特別損失合計 4,575 101,109

税金等調整前四半期純利益 195,484 198,255

法人税、住民税及び事業税 12,174 21,769

法人税等調整額 － －

法人税等合計 12,174 21,769

少数株主損益調整前四半期純利益 － 176,485

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27,996 9,064

四半期純利益 211,306 167,421
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31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 195,484 198,255

減価償却費 32,450 49,075

長期前払費用償却額 2,633 －

のれん償却額 40,361 67,740

負ののれん償却額 △9,722 △9,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 70,669

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,479 △13,747

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,688 8,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,500 △31,778

解約調整引当金の増減額（△は減少） △24,772 △2,240

受取利息及び受取配当金 △302 △6,609

支払利息 22,200 42,084

株式報酬費用 1,619 －

固定資産除売却損益（△は益） 4,167 18,173

投資有価証券評価損益（△は益） 408 －

投資有価証券売却損益（△は益） 343 －

関係会社株式売却損益（△は益） △45,816 －

売上債権の増減額（△は増加） △92,475 1,001,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,148 △59,483

仕入債務の増減額（△は減少） 466,247 △420,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,557 －

未払金の増減額（△は減少） △125,745 △267,193

預り金の増減額（△は減少） 42,937 －

前受金の増減額（△は減少） △15,514 －

その他 △54,400 △63,842

小計 273,727 581,524

利息及び配当金の受取額 141 5,269

利息の支払額 △22,200 △48,497

法人税等の支払額 △43,148 △63,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,521 475,046
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31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

有形固定資産の取得による支出 △9,357 △5,647

有形固定資産の売却による収入 － 76,129

無形固定資産の取得による支出 △6,975 △6,446

投資有価証券の取得による支出 △4,600 △8,700

投資有価証券の売却による収入 1,757 －

差入保証金の差入による支出 △8,384 △7,542

差入保証金の回収による収入 3,606 17,268

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

65,252 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △418,310

定期預金の預入による支出 － △31,179

その他 △5,408 21,623

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,890 △362,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 2,196,000

短期借入金の返済による支出 △24,000 △5,953

長期借入れによる収入 － 788,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △326,647

社債の償還による支出 － △36,750

その他 － △4,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,000 2,609,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,411 2,722,184

現金及び現金同等物の期首残高 707,969 909,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 838,381 3,631,531
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当第１四半期連結会計期間(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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

  

 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品およびサービス 

 (1) 情報インフラ事業・・・・・移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、ＤＳＬサービス 

                「Ｙａｈｏｏ！ＢＢ」の加入取次、ウェブサービス等。 

 (2) 法人ソリューション事業・・「ＩＴソリューションパック」の販売、複写機、その他ＯＡ機器の販売、 

                法人向け移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、パソコンやＤＳＬサ 

                ービス等の設置・設定代行サービスの提供等。 

 (3) ファイナンス事業・・・・・金融商品販売取次、生命保険の取次。 

 (4) その他の事業・・・・・・・オール電化製品・太陽光発電システムの卸販売。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

情報インフラ事
業 

(千円)

法人ソリューシ
ョン事業 
(千円)

ファイナンス
事業 

(千円)

その他の
事業 
(千円)

計 
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

3,845,585 1,177,316 31,484 2,008 5,056,394

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－ － － － －

計 3,845,585 1,177,316 31,484 2,008 5,056,394

   営業利益又は 
   営業損失(△)

181,411 △21,207 2,824 △14,734 148,293

消去又は 
全社 

(千円)

連結
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

－ 5,056,394

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－ －

計 － 5,056,394

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,360 146,933
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

 当社グループは、当社内に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取扱う商品・サービス

についてグループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、

「情報インフラ事業」および「法人ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「情報インフラ事業」は、店舗での携帯電話の販売・通信サービスの加入取次ぎを行っております。

「法人ソリューション事業」は、企業向けの携帯電話の販売・ＩＴソリューションパック等の販売を行

っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

  

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。 

  

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント
その他 
（注）

合計

情報インフラ事業
法人ソリューション

事業
計

  売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 7,454,861 1,543,434 8,998,295 63,840 9,062,136

  (2) セグメント間の内部売上高
    又は振替高

－ － － － －

計 7,454,861 1,543,434 8,998,295 63,840 9,062,136

セグメント利益 312,731 25,851 338,582 △12,108 326,473
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

  

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「情報インフラ事業」において、連結子会社が増加したことにより、当第１四半期連結累計期間におけ

るのれんの増加額は1,582,749千円であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第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) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．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 

 
  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 338,582

「その他」の区分の利益 △12,108

全社費用(注) △19,713

四半期連結損益計算書の営業利益 306,759

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 449,582

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１四半期
連結会計期間末残高 

(千円)

提出会社 ― ― 9,644

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 9,644
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