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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30日） 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、22年５月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率は記載しておりま
せん。 

(2) 連結財政状態 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、22年５月期の数値は記載しておりません。 
 

(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5月期第2四半期 1,709 ― △61 ― △56 ― △55 ―

22年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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5月期第2四半期 △2,182.00 ―

22年5月期第2四半期 ― ―

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5月期第2四半期 2,546 1,630 62.4 61,469.54
22年5月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  1,590百万円 22年5月期  ―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5月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00
23年5月期 ― 0.00

23年5月期 
（予想）

― 1,100.00 1,100.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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  無  
連結業績予想につきましては、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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 3,781 ― 157 ― 160 ― 64 ― 2,537.63



(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きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結
財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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「連結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「その他」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5月期2Q 25,875株 22年5月期  25,875株

② 期末自己株式数 23年5月期2Q  ―株 22年5月期  1,331株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 25,304株 22年5月期2Q 24,544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

① 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益改善の兆しが見られるものの、円

高進行や株安の他、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷等、依然として厳しい状況となりまし

た。

当社を取り巻く事業環境につきましては、情報機器の入替えが動意を見せる中、陳腐化が進ん

だ商品の回収が増加傾向となり、更に同業他社との競争が激化する等、中古情報機器業界全体の

仕入環境は、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような環境下、全国主要都市に引取回収拠点９箇所を配したネットワーク、ISO27001

（ISMS）並びにプライバシーマークに準拠した情報漏洩防止のためのセキュリティ体制をアピー

ルし、リース会社・一般企業を対象とした仕入の営業力を強化いたしました。また、販売部門の

強化を引き続き目指し、PCNET大阪日本橋３号店を９ヶ店目のショップとして新設いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,709,967千円、営業損失61,718千円、

経常損失56,973千円、四半期純損失55,214千円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

イ 引取回収・販売事業

引取回収・販売事業につきましては、引取回収依頼件数が44千件、中古情報機器等の入荷台

数が325千台となり、インターネット並びにショップによる個人向け販売は好調でしたが、輸出

を主とする中古情報機器取扱業者向け販売は、円高の影響を受けて低調となり、売上高は

1,405,356千円、営業損失119,256千円となりました。

ロ レンタル事業

レンタル事業につきましては、今期重点施策として積極的な営業を展開した結果、一般法人

向けレンタルが好調で、売上高304,611千円、営業利益57,537千円となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の

表示は記載しておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、2,546,965千円となりました。

流動資産は1,590,903千円となり、主な内訳は現金及び預金1,100,240千円、売掛金198,679千円、

商品204,853千円であります。

固定資産は956,061千円となり、主な内訳はレンタル資産（純額）445,237千円、有形固定資産

その他（純額）221,502千円、差入保証金236,613千円であります。

負債は916,831千円となり、主な内訳は買掛金126,139千円、１年内返済予定の長期借入金

233,328千円、長期借入金316,677千円、資産除去債務78,943千円であります。

純資産は1,630,133千円となり、主な内訳は資本金432,750千円、資本剰余金525,783千円、利益

剰余金631,991千円であります。
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当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は62.4％、１株当たり純資産額は61,469円

54銭となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の表

示は記載しておりません。

②キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四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、

1,100,240千円となりました。

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は20,517千円となりまし

た。収入の主な内訳は、減価償却費168,791千円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

37,655千円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失94,681千円、仕入債務の減

少額53,314千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は172,226千円となり、主

にレンタル資産を始めとする有形固定資産の取得による支出165,721千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、得られた資金は499,900千円となりまし

た。収入の主な内訳は、長期借入による収入500,000千円、当社の連結子会社に株式会社光通信

が出資したことによる少数株主からの払込みによる収入44,100千円、また、同社からの自己株

式の処分による収入53,240千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出

66,665千円、配当金の支払額26,670千円であります。

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の

表示は記載しておりません。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期（平成22年６月１日から平成23年５月31日まで）の連結業績予想につきましては、当第２四

半期連結累計期間の実績及び下期計画を見直した結果、平成22年10月15日公表の「連結決算開始に

伴う平成23年５月期連結業績予想に関するお知らせ」の連結業績予想数値から修正はありません。
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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

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。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
第１四半期連結会計期間より、「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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は4,519千円、税金等調整

前四半期純損失は42,175千円増加しております
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,100,240

売掛金 198,679

商品 204,853

その他 98,889

貸倒引当金 △11,758

流動資産合計 1,590,903

固定資産  

有形固定資産  

レンタル資産 987,716

減価償却累計額 △542,479

レンタル資産（純額） 445,237

その他 632,152

減価償却累計額 △410,649

その他（純額） 221,502

有形固定資産合計 666,739

無形固定資産 13,692

投資その他の資産  

差入保証金 236,613

その他 39,272

貸倒引当金 △256

投資その他の資産合計 275,629

固定資産合計 956,061

資産合計 2,546,965

負債の部  

流動負債  

買掛金 126,139

1年内返済予定の長期借入金 233,328

未払法人税等 6,045

商品保証引当金 4,309

その他 122,801

流動負債合計 492,624

固定負債  

長期借入金 316,677

資産除去債務 78,943

その他 28,587

固定負債合計 424,207

負債合計 916,831
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 432,750

資本剰余金 525,783

利益剰余金 631,991

株主資本合計 1,590,524

少数株主持分 39,609

純資産合計 1,630,133

負債純資産合計 2,546,965
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 1,709,967

売上原価 908,247

売上総利益 801,719

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 287,145

地代家賃 175,125

その他 401,167

販売費及び一般管理費合計 863,438

営業損失（△） △61,718

営業外収益  

受取利息 62

受取配当金 6

受取家賃 2,183

受取賃貸料 3,946

雑収入 697

営業外収益合計 6,894

営業外費用  

支払利息 1,794

為替差損 355

営業外費用合計 2,149

経常損失（△） △56,973

特別利益  

固定資産売却益 220

特別利益合計 220

特別損失  

固定資産売却損 18

固定資産除却損 193

投資有価証券売却損 60

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,655

特別損失合計 37,928

税金等調整前四半期純損失（△） △94,681

法人税、住民税及び事業税 2,148

法人税等調整額 △37,123

法人税等合計 △34,975

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,705

少数株主損失（△） △4,490

四半期純損失（△） △55,214
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11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（△） △94,681

減価償却費 168,791

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,008

商品保証引当金の増減額（△は減少） 985

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 1,794

売上債権の増減額（△は増加） △11,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,276

仕入債務の増減額（△は減少） △53,314

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,655

その他 △37,062

小計 4,592

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △2,891

法人税等の支払額 △22,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,517

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 △165,721

無形固定資産の取得による支出 △2,185

その他 △4,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,226

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △66,665

少数株主からの払込みによる収入 44,100

自己株式の処分による収入 53,240

配当金の支払額 △26,670

その他 △4,104

財務活動によるキャッシュ・フロー 499,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,351

現金及び現金同等物の期首残高 792,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,100,240
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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) セグメント情報

（追加情報）

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及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、中古パソコンの回収から販売までを一貫して手掛けており、「引取回収・販

売事業」、「レンタル事業」の２つを報告セグメントとしております。

「引取回収・販売事業」は、事業系ユーザー（リース・レンタルユーザー、一般法人）及び家

庭系ユーザー（量販店、個人）より当社専門スタッフ又は提携企業の専門回収スタッフが訪問し

て、使用されたパソコンを引き取り、中古品として販売可能なものについては、そのまま、ある

いは洗浄や修理によって再生し、ショップやインターネットを通じて販売している他、中古品取

扱業者向けの卸販売もしております。

「レンタル事業」は、パソコン及びパソコン周辺機器を事業者向けにレンタルをしております。

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２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日）

（単位：千円）

報告セグメント

引取回収・販売事業 レンタル事業 計

四半期連結損益
計算書計上額

売上高

外部顧客への売上高 1,405,356 304,611 1,709,967 1,709,967

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － －

計 1,405,356 304,611 1,709,967 1,709,967

セグメント利益又は損失
（△）

△119,256 57,537 △61,718 △61,718

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成22年７月30日開催の取締役会において、株式会社光通信と資本提携契約を締結する

こと並びに同社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、平成
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22年８月20日に払込手続きが完了いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、利益剰余金は9,257千円、自己株式は62,497千円

それぞれ減少いたしました。

なお、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金は631,991千円となり、自己株式はありま

せん。
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４．その他

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（注）第１四半期連結累計（会計）期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同

四半期に係る四半期連結財務諸表は作成しておりませんが、参考までに提出会社における（要

約）貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ･フロー計算書を掲載しております。

(1) （要約）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 792,889

売掛金 187,439

商品 195,646

その他 87,264

貸倒引当金 △10,779

流動資産合計 1,252,459

固定資産

有形固定資産

レンタル資産 899,709

減価償却累計額 △478,217

レンタル資産（純額） 421,491

その他 552,343

減価償却累計額 △361,805

その他（純額） 190,537

有形固定資産合計 612,029

無形固定資産 15,018

投資その他の資産

差入保証金 234,952

その他 16,809

貸倒引当金 △227

投資その他の資産合計 251,534

固定資産合計 878,582

資産合計 2,131,041

負債の部

流動負債

買掛金 179,454

１年内返済予定の長期借入金 66,664

未払法人税等 30,477

商品保証引当金 3,323

その他 150,252

流動負債合計 430,171

固定負債

長期借入金 50,006

その他 31,364

固定負債合計 81,370

負債合計 511,541
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(単位：千円)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 432,750

資本剰余金 525,783

利益剰余金 723,462

自己株式 △62,497

株主資本合計 1,619,497

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2

評価・換算差額等合計 2

純資産合計 1,619,499

負債純資産合計 2,131,041
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(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間

(自 平成21年６月１日

至 平成21年11月30日)

売上高 1,632,808

売上原価 772,983

売上総利益 859,824

販売費及び一般管理費

給料及び手当 270,070

その他 522,511

販売費及び一般管理費合計 792,582

営業利益 67,242

営業外収益

受取利息 148

受取配当金 4

受取家賃 2,358

雑収入 1,758

営業外収益合計 4,269

営業外費用

支払利息 1,507

為替差損 3,153

雑損失 18

営業外費用合計 4,680

経常利益 66,831

特別利益

固定資産売却益 30

特別利益合計 30

特別損失

減損損失 4,228

特別損失合計 4,228

税引前四半期純利益 62,634

法人税、住民税及び事業税 18,280

法人税等調整額 12,616

法人税等合計 30,897

四半期純利益 31,736
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

前第２四半期累計期間

(自 平成21年６月１日

至 平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 62,634

減価償却費 138,200

減損損失 4,228

貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,694

商品保証引当金の増減額(△は減少) 562

受取利息及び受取配当金 △152

支払利息 1,507

売上債権の増減額（△は増加） 41,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,057

仕入債務の増減額（△は減少） 39,681

その他 4,569

小計 233,505

利息及び配当金の受取額 102

利息の支払額 △1,349

法人税等の支払額 △2,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,645

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 △161,674

有形固定資産の売却による収入 376

投資有価証券の取得による支出 △299,935

投資有価証券の売却による収入 299,935

その他 △46,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △207,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △33,332

配当金の支払額 △24,131

その他 △1,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,768

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,568

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △34,077

現金及び現金同等物の期首残高 905,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 871,119
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