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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 22,239 15.9 222 37.1 269 32.8 65 ―
23年3月期第1四半期 19,189 1.6 162 ― 203 ― △74 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 96百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △99百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.79 ―
23年3月期第1四半期 △4.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 40,633 14,072 32.1
23年3月期 41,751 14,199 31.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,039百万円 23年3月期  13,188百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 43,000 8.9 600 12.2 600 2.6 250 218.3 14.57
通期 88,000 7.0 1,600 27.8 1,600 21.7 650 215.5 37.88



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 17,711,543 株 23年3月期 18,711,543 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 550,635 株 23年3月期 1,550,635 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,160,908 株 23年3月期1Q 17,317,971 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響及びそれに起因する電力供給の問題等により、依然として厳しい状況にあるものの、生産活動は回復に向かいつつ

あります。 

当期は、この度策定した中期経営経営計画「Innovate2013」の初年度にあたり、「成長基盤の確立」と「強い体

質への改革」の２つの方針のもと、既存ビジネスの拡販・深耕に加え、新規ビジネス（サービスビジネス、ＪＢソフ

トウェア、ＥＲＰ）の拡大に向けて取り組んでおります。 

財務面におきましては、平成23年４月28日開催の取締役会決議に基づき、平成23年５月13日に1,000,000株の自己

株式の消却を行いました。 

  

当第１四半期連結累計期間における事業分野別の概況は、以下のとおりです。 

［情報ソリューション］ 

企業の情報システムの構築及び運用保守サービスなどを行っている情報ソリューション分野では、サーバー及

びソフトウェアなどのシステム製品の販売が伸長したことに加え、災害対策や冗長化、仮想化のためのサーバー製

品の需要も堅調に推移した結果、売上高は147億26百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

  

［ディストリビューション］ 

パートナー企業様向けにハードウェア、ソフトウェア及びＩＴサービスなどの販売、並びにＩＴサプライ用品

及びオフィス文具用品などの販売を行っているディストリビューション分野では、サーバーやストレージ等のハー

ドウェアへの需要が堅調であったことに加え、大型案件の受注、新規パートナー企業様の獲得などにより、ソフト

ウェアの販売が大幅に伸長した結果、売上高は67億88百万円（前年同期比40.9％増）となりました。 

  

［製品開発製造］ 

プリンターやシンクライアントなどの情報機器及び当グループ独自のソフトウェアの開発・製造を行っている

製品開発製造分野では、新機種プリンタを本格的に販売開始するとともに、ＯＥＭ先企業向けのプリンターの販売

も堅調に推移した結果、売上高は７億24百万円（前年同期比3.5％増）となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高222億39百万円（前年同期比15.9％増）、営業利益

２億22百万円（前年同期比37.1％増）、経常利益２億69百万円（前年同期比32.8％増）、四半期純利益は65百万円

（前年同期は74百万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億18百万円減少し、406億33百万円となり

ました。これは主に、仕掛品が２億71百万円増加した一方、現金及び預金が13億４百万円、受取手形及び売掛金が３

億55百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ９億92百万円減少し、265億60百万円となり

ました。これは主に、短期借入金が８億52百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ１億26百万円減少し、140億72百万円とな

りました。これは主に配当金支払により２億14百万円減少したことによるものです。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、引続き東日本大震災及びそれに起因する電力問題等の影響が懸念されるものの、日本経済

も徐々に回復基調に転じていくものと予想されます。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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第２四半期以降につきましては、引続きソリューションシフトを加速し、注力分野への取り組みを強化するとと

もに、お客さまの関心の高い災害対策・事業継続のためのＩＴ活用やクラウドといった分野についても提案活動を強

化し、受注の拡大に努めます。また、グループ全体の生産性の向上やコストの削減に継続して取り組み、収益性の向

上を図ってまいります。 

以上を踏まえ、平成23年４月28日に発表しました連結業績予想に変更はありません。 

  

※上記業績予想は、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

績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。     

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積も

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,226 6,921

受取手形及び売掛金 16,112 15,756

商品及び製品 2,233 2,336

仕掛品 455 726

原材料及び貯蔵品 856 861

その他 3,509 3,803

貸倒引当金 △86 △78

流動資産合計 31,306 30,326

固定資産   

有形固定資産 2,140 2,081

無形固定資産   

のれん 1,965 1,889

その他 576 554

無形固定資産合計 2,542 2,444

投資その他の資産   

その他 5,942 5,955

貸倒引当金 △180 △174

投資その他の資産合計 5,762 5,780

固定資産合計 10,445 10,306

資産合計 41,751 40,633

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,639 9,939

短期借入金 4,299 3,446

未払法人税等 700 215

販売等奨励引当金 36 33

受注損失引当金 － 10

その他 5,588 5,645

流動負債合計 20,264 19,290

固定負債   

長期借入金 65 53

退職給付引当金 6,350 6,429

役員退職慰労引当金 46 48

資産除去債務 292 294

負ののれん 68 63

その他 463 380

固定負債合計 7,288 7,269

負債合計 27,552 26,560

ＪＢＣＣホールディングス(株)　(9889)　平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 4 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,687 4,687

資本剰余金 4,760 4,760

利益剰余金 4,899 4,058

自己株式 △1,072 △380

株主資本合計 13,275 13,126

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △75 △79

為替換算調整勘定 △10 △7

その他の包括利益累計額合計 △86 △87

少数株主持分 1,010 1,033

純資産合計 14,199 14,072

負債純資産合計 41,751 40,633
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,189 22,239

売上原価 15,260 18,174

売上総利益 3,928 4,064

販売費及び一般管理費 3,766 3,842

営業利益 162 222

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 12 15

受取保険料 19 28

貸倒引当金戻入額 12 13

その他 17 19

営業外収益合計 62 78

営業外費用   

支払利息 10 9

支払手数料 2 16

為替差損 9 4

その他 0 0

営業外費用合計 22 31

経常利益 203 269

特別利益   

会員権売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 207 －

投資有価証券評価損 0 6

会員権評価損 － 3

その他 2 0

特別損失合計 210 10

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4 258

法人税等 65 162

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△69 96

少数株主利益 5 31

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74 65
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△69 96

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30 △3

為替換算調整勘定 0 3

その他の包括利益合計 △30 △0

四半期包括利益 △99 96

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △103 64

少数株主に係る四半期包括利益 4 31
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

販売の状況（連結） 

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

情報ソリューション  14,726  7.7

ディストリビューション  6,788  40.9

製品開発製造  724  3.5

合計  22,239  15.9
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