
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ネプロジャパン 上場取引所 大 
コード番号 9421 URL http://www.nepro.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小澤 正彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員経営管理本部長 （氏名） 筒井 俊光 TEL 03-6803-3973
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 3,503 △11.5 101 ― 63 ― △296 ―
23年3月期第1四半期 3,956 24.2 △81 ― △110 ― △155 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △247百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △363百万円 （―％）

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 △11,386.57 ―
23年3月期第1四半期 △5,987.46 ―

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 6,419 1,272 10.4
23年3月期 6,998 1,577 13.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  667百万円 23年3月期  974百万円

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 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 6,900 △10.4 140 ― 80 ― △150 ― △5,755.51
通期 14,500 △5.9 380 ― 280 ― 50 ― 1,918.50



(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  ：  無  

(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 
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、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因によって 
異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は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

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 26,752 株 23年3月期 26,752 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 690 株 23年3月期 690 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 26,062 株 23年3月期1Q 25,984 株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響に

より厳しい状況が続いております。 

一方、携帯電話販売市場は、各種スマートフォン及びタブレット端末、無線LAN対応端末等キャリア

による端末品揃えの充実及びデータ通信需要の増加等に伴い、拡大基調にあります。  

このような状況のなか、当社グループでは、専売店・併売店両部門におきまして、スタッフの増員及

び育成強化を実施し、今後更なる拡大が見込めるスマートフォン需要取り込みに向けた体制強化に努め

てまいりました。また、併売店部門におきまして、店舗運営の効率化を図るため、重複エリアに立地す

る店舗の統合等を実施いたしました。 

当第1四半期連結累計期間の連結業績につきましては、以下のとおりです。 

売上高は、携帯電話販売台数は増加したものの、(株)ネプロアイティ及び(株)モバイル＆ゲームスタ

ジオが連結除外された結果、3,503百万円（前年同四半期比11.5％減）となりました。 

営業利益及び経常利益は、スマートフォンの販売が堅調に推移したこと及び、賃料の削減・節電活動

等の経費節減により、それぞれ101百万円（前年同四半期は81百万円の営業損失）、63百万円（前年同

四半期は110百万円の経常損失）となりました。 

四半期純利益は、持分法適用会社である(株)ネプロアイティにおける小額公募増資申込証拠金の不正

出金被害に伴う同社財務状況の悪化を受け、当社が保有する同社株式及び同社に対する債権におきまし

て、投資有価証券評価損及び貸倒引当金繰入額を計上したこと等により、296百万円の四半期純損失

（前年同四半期は155百万円の四半期純損失）となりました。 

  

なお、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、前連結会計年度から引き続き移動体通信事業への

経営資源の集中及び周辺事業の整理・縮小等の事業再編を進めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間において、移動体通信事業の単一セグメントへ報告セグメント

を変更しております。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第1四半期連結会計期間末の総資産は6,419百万円となり前連結会計年度末比579百万円の減少とな

りました。主なマイナス要因は受取手形及び売掛金の減少394百万円,貸倒引当金の増加265百万円等に

よるものであります。 

負債は5,147百万円となり前連結会計年度末比274百万円の減少となりました。 

なお、純資産は1,272百万円となり、自己資本比率は10.4％と前連結会計年度と比較して3.5％低下し

ております。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

㈱ネプロジャパン（9421）  平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 2 -



  

当連結会計年度の業績予想につきまして、平成23年8月9日付「業積予想の修正並びに投資有価証券評

価損及び貸倒引当金繰入額の計上に関するお知らせ」にて、下記のとおり修正しております。 

  

第2四半期（累計） 

売上高      6,900百万円 （前回予想から修正なし） 

営業利益      140百万円 （前回予想から修正なし） 

経常利益       80百万円 （前回予想から修正なし） 

四半期純利益 △150百万円 （前回予想は50百万円） 

通期 

売上高      14,500百万円 （前回予想から修正なし） 

営業利益       380百万円 （前回予想から修正なし） 

経常利益       280百万円 （前回予想から修正なし） 

四半期純利益    50百万円 （前回予想は170百万円） 

  

詳細につきましては,平成23年8月9日付「業積予想の修正並びに投資有価証券評価損及び貸倒引当金

繰入額の計上に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手し

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っ

て予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

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 598,217 836,774

受取手形及び売掛金 1,557,806 1,162,894

商品及び製品 709,295 814,415

原材料及び貯蔵品 5,116 6,273

その他 896,030 818,323

貸倒引当金 △2,587 △2,587

流動資産合計 3,763,879 3,636,093

固定資産

有形固定資産 325,893 299,472

無形固定資産 73,619 72,750

投資その他の資産

差入保証金 1,260,056 1,247,968

繰延税金資産 833,941 812,225

その他 1,327,652 1,203,459

貸倒引当金 △586,336 △852,276

投資その他の資産合計 2,835,313 2,411,377

固定資産合計 3,234,826 2,783,599

資産合計 6,998,706 6,419,693

負債の部

流動負債

買掛金 1,020,143 992,280

短期借入金 1,005,002 1,075,003

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 896,919 776,301

未払法人税等 11,387 9,929

賞与引当金 72,739 37,724

その他の引当金 5,041 5,041

その他 550,571 575,264

流動負債合計 3,761,804 3,671,543

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 1,158,183 988,272

退職給付引当金 100,015 107,439

その他 251,490 230,146

固定負債合計 1,659,689 1,475,858

負債合計 5,421,494 5,147,402
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（単位：千円）

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 592,845 592,845

資本剰余金 345,825 345,825

利益剰余金 112,481 △241,400

自己株式 △28,635 △28,635

株主資本合計 1,022,515 668,634

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,267 △1,267

為替換算調整勘定 △46,992 －

その他の包括利益累計額合計 △48,260 △1,267

少数株主持分 602,957 604,925

純資産合計 1,577,212 1,272,291

負債純資産合計 6,998,706 6,419,693
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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：千円）

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 3,956,694 3,503,320

売上原価 2,935,223 2,593,987

売上総利益 1,021,470 909,333

販売費及び一般管理費 1,103,216 808,290

営業利益又は営業損失（△） △81,746 101,042

営業外収益

受取利息 3,478 7,503

受取手数料 783 5,420

負ののれん償却額 8,880 －

不動産賃貸料 7,510 1,990

その他 3,430 1,239

営業外収益合計 24,082 16,153

営業外費用

支払利息 23,236 20,577

支払手数料 11,510 750

持分法による投資損失 10,617 32,356

不動産賃貸原価 2,718 －

その他 5,222 228

営業外費用合計 53,304 53,913

経常利益又は経常損失（△） △110,967 63,283

特別利益

固定資産売却益 30 －

持分変動利益 7,467 －

投資有価証券売却益 － 18,684

特別利益合計 7,497 18,684

特別損失

減損損失 141,786 －

投資有価証券評価損 － 73,961

貸倒引当金繰入額 28,956 265,940

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58,618 －

その他 17,745 4,589

特別損失合計 247,107 344,491

税金等調整前四半期純損失（△） △350,577 △262,524

法人税等 △38,770 32,264

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △311,807 △294,788

少数株主利益又は少数株主損失（△） △156,229 1,968

四半期純損失（△） △155,578 △296,756
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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：千円)

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損失（△） △311,807 △294,788

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26,176 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △25,087 46,992

その他の包括利益合計 △51,264 46,992

四半期包括利益 △363,071 △247,796

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △193,852 △249,764

少数株主に係る四半期包括利益 △169,219 1,968
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（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
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