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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 11,196 23.5 304 △0.8 275 0.8 266 59.1
23年3月期第1四半期 9,062 79.2 306 108.8 273 100.1 167 △20.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 246百万円 （12.1％） 23年3月期第1四半期 220百万円 （―％）

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 571.52 567.40
23年3月期第1四半期 372.39 368.96

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 15,245 3,779 21.6
23年3月期 15,917 3,081 19.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,299百万円 23年3月期  3,068百万円

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  
当期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 50.00 50.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 20,000 5.2 550 △28.2 480 △31.4 400 △13.3 858.48
通期 45,000 14.5 2,000 16.0 1,800 11.5 1,350 14.4 2,897.39



(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、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、添付資料Ｐ
３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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 465,936 株 23年3月期 465,936 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 465,936 株 23年3月期1Q 449,582 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、３月に発生した東日本大震災による生産・輸出

の落ち込みや、広範な被害に伴う自粛モードの広がり、節電への取り組みなどが消費の減少につながっ

たことから急速な落ち込みを見せましたが、徐々に回復傾向にあります。 

 このような状況のもと、当社グループでは、北陸地区で携帯電話販売店舗を運営する企業を子会社化

するなど積極的なＭ＆Ａを展開し、携帯電話市場において優位性を確保すべく西日本 大の情報通信デ

ィストリビューターを目指して取り組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高は前年同四半期比2,134百万円増の

11,196百万円となりました。また、営業利益は前年同四半期比２百万円減の304百万円、経常利益は前

年同四半期比２百万円増の275百万円、四半期純利益は前年同四半期比98百万円増の266百万円となりま

した。 

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

情報インフラ事業におきましては、主に携帯電話販売店舗の運営、およびブロードバンド回線加入取

次ぎを行っております。 

 携帯電話販売につきましては、通話主体の高機能端末の販売が引き続き好調であったことに加え、当

第１四半期連結会計期間にスマートフォンの新機種が多数投入されユーザの選択肢が広がったことで、

スマートフォンへの買い替えによる販売が好調に推移しました。加えて、株式会社ネクストジョイグル

ープが当第１四半期連結会計期間において連結子会社となったことに伴い店舗数の増加と共に販売台数

が増加いたしました。 

また、ブロードバンド回線取次ぎに関しては、パートナー企業の開拓により販路の拡充に注力いたし

ました。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比1,225百万円増の8,680百万円、営業利益は前年同四半

期比95百万円減の217百万円となりました。 

  

法人ソリューション事業におきましては、主にＩＴソリューションパック、法人向け携帯電話等の販

売・契約取次、およびサポート事業を行なっております。 

 当第１四半期連結会計期間につきましては、法人向け携帯電話販売に加えて、スマートフォン、タブ

レットＰＣの拡販、また、クラウドコンピューティングを利用したレンタルサーバー、医療法人向けソ

リューションシステム、およびスマートフォン向けサポート事業などに引き続き注力いたしました。 

 また、新たにクラウド環境を利用したスマートフォン対応のモバイルサイト自動変換システムをリリ

ースいたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比952百万円増の2,495百万円、営業利益は前年同四半期

比54百万円増の80百万円となりました。 

  

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

〔情報インフラ事業〕

〔法人ソリューション事業〕
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総資産は、前連結会計年度末に比べ671百万円減少し、15,245百万円となりました。総資産が減少し

た主な要因は、売掛金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,369百万円減少し、11,466百万円となりました。負債が減少した

主な要因は、借入金の返済によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ697百万円増加し、3,779百万円となりました。純資産が増加した

主な要因は、利益剰余金および少数株主持分が増加したことであります。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成23年５月17日に公表いたしまし
た第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号

平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第４号  平成22年６月30日)を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額は、368円53銭であります。 

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
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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)

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 3,281,999 2,565,947

売掛金 4,620,926 3,896,975

商品及び製品 1,163,939 1,536,441

販売用不動産 335,472 335,472

繰延税金資産 627,000 630,499

その他 571,700 723,239

貸倒引当金 △5,146 △7,746

流動資産合計 10,595,893 9,680,829

固定資産   

有形固定資産 1,265,977 1,400,777

無形固定資産   

のれん 2,004,815 1,957,464

ソフトウエア 40,388 40,748

その他 14,714 14,439

無形固定資産合計 2,059,919 2,012,652

投資その他の資産   

投資有価証券 499,561 526,580

差入保証金 1,227,743 1,281,561

長期滞留債権 900,132 937,497

その他 259,900 334,769

貸倒引当金 △891,903 △929,268

投資その他の資産合計 1,995,434 2,151,140

固定資産合計 5,321,331 5,564,571

資産合計 15,917,224 15,245,400

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,378,166 3,174,083

短期借入金 1,075,000 1,065,000

1年内返済予定の長期借入金 1,162,926 1,109,225

1年内償還予定の新株予約権付社債 330,000 330,000

1年内償還予定の社債 294,800 484,800

未払金 1,099,032 1,012,527

未払法人税等 253,941 48,897

解約調整引当金 19,766 9,394

賞与引当金 43,196 53,434

その他 821,276 866,690

流動負債合計 8,478,106 8,154,053
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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) 

固定負債   

長期借入金 3,308,962 2,545,355

社債 620,400 320,800

偶発損失引当金 30,681 25,960

負ののれん 45,372 35,649

その他 352,272 384,395

固定負債合計 4,357,687 3,312,161

負債合計 12,835,794 11,466,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,249,997 1,249,997

資本剰余金 999,886 999,886

利益剰余金 782,803 1,025,799

株主資本合計 3,032,687 3,275,683

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 35,375 23,716

その他の包括利益累計額合計 35,375 23,716

新株予約権 13,209 14,671

少数株主持分 157 465,114

純資産合計 3,081,429 3,779,185

負債純資産合計 15,917,224 15,245,400
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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 9,062,136 11,196,266

売上原価 6,672,035 8,663,525

売上総利益 2,390,100 2,532,741

販売費及び一般管理費 2,083,341 2,228,306

営業利益 306,759 304,435

営業外収益   

受取利息 6,590 4,299

負ののれん償却額 9,722 9,722

その他 6,881 13,722

営業外収益合計 23,194 27,744

営業外費用   

支払利息 42,084 37,809

支払手数料 11,640 2,636

持分法による投資損失 － 10,235

その他 2,683 5,864

営業外費用合計 56,408 56,546

経常利益 273,545 275,632

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,631

固定資産売却益 8,487 －

貸倒引当金戻入額 12,499 －

その他 4,832 －

特別利益合計 25,818 1,631

特別損失   

固定資産除却損 26,660 6,245

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 70,669 －

その他 3,779 －

特別損失合計 101,109 6,245

税金等調整前四半期純利益 198,255 271,018

法人税、住民税及び事業税 21,769 10,952

法人税等調整額 － －

法人税等合計 21,769 10,952

少数株主損益調整前四半期純利益 176,485 260,066

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,064 △6,225

四半期純利益 167,421 266,292
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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利益 176,485 260,066

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 43,672 △13,354

その他の包括利益合計 43,672 △13,354

四半期包括利益 220,158 246,712

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211,094 254,632

少数株主に係る四半期包括利益 9,064 △7,920
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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） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  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) 

１．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 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

「情報インフラ事業」において、連結子会社が増加したことにより、第１四半期連結累計期間における

のれんの増加額は1,582,749千円であります。 

  

  

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
情報インフラ

事業
法人ソリュー
ション事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,454,861 1,543,434 8,998,295 63,840 9,062,136

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,454,861 1,543,434 8,998,295 63,840 9,062,136

セグメント利益 312,731 25,851 338,582 △12,108 326,473

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 338,582

「その他」の区分の利益 △12,108

全社費用(注) △19,713

四半期連結損益計算書の営業利益 306,759
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Ⅱ  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) 

１．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 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産販売・賃貸事業であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  主として、報告セグメントに帰属しない一般管理費（配賦差額）であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な事項がないため記載を省略しております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）

合計

情報インフラ事業
法人ソリューショ

ン事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 8,680,079 2,495,903 11,175,982 20,284 11,196,266

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,680,079 2,495,903 11,175,982 20,284 11,196,266

セグメント利益 217,541 80,428 297,969 2,855 300,825

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 297,969

「その他」の区分の利益 2,855

全社費用(注) 3,609

四半期連結損益計算書の営業利益 304,435
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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) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

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

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 23,296 50 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

（６）重要な後発事象
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