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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 162,154 △5.8 3,138 12.3 2,787 67.3 2,190 35.2
22年3月期第3四半期 172,194 △5.9 2,794 ― 1,665 ― 1,620 ―

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3四半期 3,421.86 ―
22年3月期第3四半期 2,530.75 2,526.50

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3四半期 100,592 35,752 35.5 55,842.19
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3四半期  35,752百万円 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  無   

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、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」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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3Q 640,240株 22年3月期  640,240株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 640,240株 22年3月期3Q 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、円高や株式市場の低迷が続くなど、依然不透明な

状況が続いております。特に個人消費については、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、雇用情勢の長期悪化懸念等を受け将来不安に起因する節約志向が高まり、全体とし

ては依然低迷を続けており、企業をとりまく環境は引き続き厳しい状況で推移してまいりました。 

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、従来端末からスマートフ

ォン等の高機能端末への買い替え需要等があり、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、平成22年７月に実施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、積極的な事

業戦略を展開しております。 

当第３四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、スマートフォンや新規格対応端末への買い替え

需要に対する対策を強化したこと、また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、平成22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1,621億54百万円（対前年同四半期比5.8％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やスマートフォン等の販売が好調だったことに加え、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31億38百万円（対前年同四半期比12.3％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増益となり

ました。受取利息１億76百万円、支払利息６億25百万円等を計上した結果、経常利益は27億87百万円（同

67.3％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２億43百万円、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５億27百万円を計上し、税金費用２億47百万円等

を控除した結果、四半期純利益は21億90百万円（同35.2％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、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、平成22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等により、当第３四半期

連結会計期間末の総資産は157億35百万円減少し、1,005億92百万円となりました。四半期純利益21億90

百万円を計上した結果、純資産は357億52百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.7%から35.5%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、平成22年10月28日に公表いたしました数値から変更はございません。 

 

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34百万円、税金等調整前四半期純利益は189百万円

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。 

 

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

３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 9,330 21,917

受取手形及び売掛金 22,468 32,255

商品及び製品 9,457 9,721

仕掛品 － 242

短期貸付金 25,044 3,427

その他 1,461 3,526

貸倒引当金 △60 △268

流動資産合計 67,701 70,822

固定資産   

有形固定資産 2,210 6,203

無形固定資産   

のれん 22,060 26,552

その他 621 1,582

無形固定資産合計 22,682 28,135

投資その他の資産   

投資有価証券 4,500 3,479

その他 3,649 8,718

貸倒引当金 △150 △1,032

投資その他の資産合計 7,998 11,166

固定資産合計 32,891 45,505

資産合計 100,592 116,328
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 20,645 27,408

短期借入金 3,500 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 87 448

引当金 － 2

その他 5,973 8,961

流動負債合計 38,876 50,517

固定負債   

社債 － 360

長期借入金 24,225 29,543

退職給付引当金 1,261 1,562

その他の引当金 － 31

その他 476 799

固定負債合計 25,963 32,296

負債合計 64,840 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 1,477 △9,270

株主資本合計 36,378 34,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △160

繰延ヘッジ損益 △549 △486

土地再評価差額金 10 △113

為替換算調整勘定 △90 △1,222

評価・換算差額等合計 △626 △1,982

少数株主持分 － 1,308

純資産合計 35,752 33,514

負債純資産合計 100,592 116,328
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 (2) 四半期連結損益計算書 
  (第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 172,194 162,154

売上原価 136,661 134,926

売上総利益 35,533 27,227

販売費及び一般管理費 32,739 24,088

営業利益 2,794 3,138

営業外収益   

受取利息 171 176

受取配当金 8 7

持分法による投資利益 － 21

営業支援金 － 76

その他 205 76

営業外収益合計 385 358

営業外費用   

支払利息 831 625

持分法による投資損失 230 －

その他 452 83

営業外費用合計 1,514 708

経常利益 1,665 2,787

特別利益   

関係会社株式売却益 1,477 63

投資有価証券売却益 642 36

持分変動利益 － 40

その他 143 102

特別利益合計 2,262 243

特別損失   

固定資産除売却損 77 52

投資有価証券評価損 415 68

投資有価証券売却損 219 7

減損損失 330 0

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 533 115

特別損失合計 1,576 527

税金等調整前四半期純利益 2,352 2,504

法人税、住民税及び事業税 506 312

法人税等調整額 177 △65

法人税等合計 683 247

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,256

少数株主利益 48 66

四半期純利益 1,620 2,190

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成23年３月期　第３四半期決算短信

6



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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 2,352 2,504

減価償却費 2,036 836

減損損失 330 0

のれん償却額 2,487 1,870

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） △32 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 122 99

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 △9

受取利息及び受取配当金 △179 △183

支払利息 831 625

持分法による投資損益（△は益） 230 △21

投資有価証券売却損益（△は益） △422 △29

持分変動損益（△は益） － △40

投資有価証券評価損益（△は益） 415 68

関係会社株式売却損益（△は益） △1,380 △63

売上債権の増減額（△は増加） 1,705 3,817

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,476 △656

仕入債務の増減額（△は減少） 1,892 △3,180

その他の資産の増減額（△は増加） 1,106 △215

その他の負債の増減額（△は減少） △656 285

その他 868 170

小計 9,191 6,015

利息及び配当金の受取額 271 111

利息の支払額 △687 △441

法人税等の還付額 101 300

法人税等の支払額 △1,787 △401

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,089 5,584
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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 △1,415 △516

有形固定資産の売却による収入 12 0

無形固定資産の取得による支出 △1,218 △153

投資有価証券の取得による支出 △142 △4,493

投資有価証券の売却及び償還による収入 869 45

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

△21 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

17,578 201

子会社株式の取得による支出 △800 △54

短期貸付金の純増減額（△は増加） △1,742 △23,418

長期貸付けによる支出 △4 －

長期貸付金の回収による収入 98 2

営業譲受による支出 △6,851 －

事業譲渡による収入 95 15,938

その他の支出 △298 △360

その他の収入 567 196

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,554 △12,613

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） △2,016 △1,439

長期借入れによる収入 28,709 －

長期借入金の返済による支出 △44,446 △3,964

社債の発行による収入 200 －

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 △57 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,732 △5,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,100 △12,495

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 21,610 9,330
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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３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 

増減率（％）

情報通信サービス 

事業 

売上高  134,599  152,222 13.1

営業利益 3,211 3,547 10.4

その他事業 
売上高 40,059 10,724 △73.2

営業利益  622  476 △23.5

消去又は全社 
売上高 △2,464 △792 ―

営業利益 △1,039 △884 ―

合計 
売上高  172,194  162,154 △5.8

営業利益  2,794  3,138 12.3

   

(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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