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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 112,341 △1.5 2,432 30.8 2,045 57.7 1,616 332.4
22年3月期第2四半期 114,076 △8.7 1,859 ― 1,296 ― 373 ―

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2四半期 2,524.35 ―
22年3月期第2四半期 583.77 581.30

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2四半期 94,883 35,148 37.0 54,898.32
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2四半期  35,148百万円 22年3月期  32,205百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 218,000 △8.1 4,200 3.5 3,400 29.5 2,700 78.8 4,217.16



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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、連結業績予想に関する補足情報
につきましては、【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 － ）、 除外 ―社 （社名 － ）

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2Q 640,240株 22年3月期  640,240株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 640,240株 22年3月期2Q 640,240株
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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２四半期連結累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

は依然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、通信事業者の販売代理店に対する手数料体系が改定されるなど、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２四半期連結累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の拡大や、光回線等の固定回線の販売が好調だったこと等によ

る売上増があったものの、本年７月に実施いたしましたサービス＆ソリューション事業の売却による売上

減があり、連結売上高は1,123億41百万円（対前年同四半期比1.5％減）となりました。 

一方、利益面においては、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24億32百万円（対前年同四半期比30.8％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増益となりました。受取利息

１億11百万円、支払利息４億25百万円、持分法による投資損失１億11百万円等を計上した結果、経常利益

は20億45百万円（同57.7％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２億38百万円、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、投資有価証券評価損68百万円等による特別損失４億32百万円を計上し、税金費用１

億69百万円等を控除した結果、四半期純利益は16億16百万円（同332.4％増）となりました。 

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、当第２四半期連結会計期

間において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、本年７月にオリンパスビジネス

クリエイツ株式会社へ当社のサービス＆ソリューション事業を譲渡したことにより、当第２四半期連結会

計期間末の総資産は214億44百万円減少し、948億83百万円となりました。四半期純利益16億16百万円を計

上した結果、純資産は351億48百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.7%から37.0%となりました。 
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（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、第２四半期連結累計期間におきまして業績が順調に推移したこと、また

第３四半期以降においてスマートフォンの急激な拡大等により市場の活性化が見込まれる一方、通信事業

者からの手数料体系及び水準の改定等、当社の収益へ影響を与える外部環境に不確定な要素があること等

を勘案した結果、売上高、営業利益、経常利益、及び当期純利益がそれぞれ増加する見通しであることか

ら、予想値をそれぞれ上方修正しております。 

詳細は、平成22年10月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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 

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） 

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） 

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22百万円、税金等調整前四半期純利益は182百万円

減少しております。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 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。 
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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

２四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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 10,636 21,917

受取手形及び売掛金 16,675 32,255

商品及び製品 7,993 9,721

仕掛品 － 242

短期貸付金 25,044 －

その他 1,164 6,954

貸倒引当金 △58 △268

流動資産合計 61,457 70,822

固定資産   

有形固定資産 2,205 6,203

無形固定資産   

のれん 22,655 26,552

その他 626 1,582

無形固定資産合計 23,282 28,135

投資その他の資産   

投資有価証券 4,377 3,479

その他 3,716 8,718

貸倒引当金 △154 △1,032

投資その他の資産合計 7,939 11,166

固定資産合計 33,426 45,505

資産合計 94,883 116,328
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 14,571 27,408

短期借入金 4,500 5,898

1年内返済予定の長期借入金 8,670 7,799

未払法人税等 96 448

引当金 － 2

その他 5,905 8,961

流動負債合計 33,742 50,517

固定負債   

社債 － 360

長期借入金 24,325 29,543

退職給付引当金 1,225 1,562

その他の引当金 － 31

その他 442 799

固定負債合計 25,992 32,296

負債合計 59,735 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 902 △9,270

株主資本合計 35,804 34,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △160

繰延ヘッジ損益 △590 △486

土地再評価差額金 10 △113

為替換算調整勘定 △76 △1,222

評価・換算差額等合計 △656 △1,982

少数株主持分 － 1,308

純資産合計 35,148 33,514

負債純資産合計 94,883 116,328
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 114,076 112,341

売上原価 90,885 93,204

売上総利益 23,191 19,137

販売費及び一般管理費 21,331 16,705

営業利益 1,859 2,432

営業外収益   

受取利息 117 111

受取配当金 8 7

その他 166 92

営業外収益合計 291 210

営業外費用   

支払利息 549 425

持分法による投資損失 37 111

その他 267 60

営業外費用合計 854 597

経常利益 1,296 2,045

特別利益   

関係会社株式売却益 62 63

投資有価証券売却益 92 36

持分変動利益 － 40

その他 11 97

特別利益合計 166 238

特別損失   

固定資産除売却損 55 38

投資有価証券評価損 250 68

投資有価証券売却損 － 7

減損損失 161 －

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

その他 285 35

特別損失合計 752 432

税金等調整前四半期純利益 710 1,851

法人税、住民税及び事業税 282 270

法人税等調整額 109 △100

法人税等合計 391 169

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,682

少数株主利益又は少数株主損失（△） △55 66

四半期純利益 373 1,616
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 710 1,851

減価償却費 1,307 607

減損損失 161 －

のれん償却額 1,617 1,274

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） △23 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68 62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28 △9

受取利息及び受取配当金 △125 △118

支払利息 549 425

持分法による投資損益（△は益） 37 111

投資有価証券売却損益（△は益） △88 △28

持分変動損益（△は益） － △40

投資有価証券評価損益（△は益） 250 68

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） 4,240 9,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △66 807

仕入債務の増減額（△は減少） △934 △9,255

その他の資産の増減額（△は増加） 983 12

その他の負債の増減額（△は減少） 48 322

その他 343 70

小計 8,989 5,847

利息及び配当金の受取額 192 111

利息の支払額 △623 △409

法人税等の還付額 99 294

法人税等の支払額 △1,166 △335

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,492 5,507
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 △1,243 △276

有形固定資産の売却による収入 11 0

無形固定資産の取得による支出 △929 △103

投資有価証券の取得による支出 △138 △4,492

投資有価証券の売却及び償還による収入 360 43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△372 －

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） △1,142 △23,418

長期貸付けによる支出 △3 －

長期貸付金の回収による収入 13 1

営業譲受による支出 △6,851 －

事業譲渡による収入 － 15,938

その他の支出 △222 △300

その他の収入 290 130

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,839 △12,330

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） 776 △439

長期借入れによる収入 24,709 －

長期借入金の返済による支出 △31,807 △3,864

社債の償還による支出 － △20

少数株主への配当金の支払額 △122 △31

その他 △53 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,496 △4,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 48 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,795 △11,188

現金及び現金同等物の期首残高 25,623 21,825

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

87 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,915 10,636
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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２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日） 

増減率（％）

情報通信サービス 

事業 

売上高  88,599  102,410 15.6

営業利益 2,230 2,525 13.3

その他事業 
売上高 27,082 10,724 △60.4

営業利益  349  476 36.3

消去又は全社 
売上高 △1,605 △792 ―

営業利益 △719 △569 ―

合計 
売上高  114,076  112,341 △1.5

営業利益  1,859  2,432 30.8

   

(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、当第２四半期連結会計期間に

おいて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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