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

24年3月期第3四半期 44,575 56.6 1,431 17.9 1,325 17.8 1,572 91.0
23年3月期第3四半期 28,464 87.7 1,213 88.8 1,125 82.1 823 34.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,475百万円 （74.2％） 23年3月期第3四半期 846百万円 （―％）

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3四半期 3,374.46 3,350.14
23年3月期第3四半期 1,794.76 1,779.90

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 25,576 5,243 18.0
23年3月期 15,917 3,081 19.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,604百万円 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  
 

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 ― 0.00 ―
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、対前期増減率）

（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

通期 58,000 47.6 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）  ：  有  
新規 １社（株式会社アドバンスサポート） 

(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3Q 466,021 株 23年3月期 465,936 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 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3Q 465,939 株 23年3月期3Q 458,680 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた需要による景気の持

ち直しの傾向がみられるものの、米国をはじめとする海外景気の回復の鈍化や欧州の信用不安の影響に

よる先行きの不透明感による不安、円高の長期化などの影響により、経営環境は依然として厳しい状況

で推移しております。 

 一方、当社の主な事業分野である携帯電話販売市場は、スマートフォン需要が引き続き堅調に推移し

ており、拡大基調が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループの主要商材であるスマートフォンやタブレット型携帯端末の市

場は拡大が進み、連結子会社の増加もあり、販売は堅調に推移しました。 

 その結果、当第３四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16,111百万円増の

44,575百万円となりました。また、営業利益は前年同四半期比217百万円増の1,431百万円、経常利益は

前年同四半期比200百万円増の1,325百万円、四半期純利益は前年同四半期比749百万円増の1,572百万円

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、スマートフォン人気の高まりに対応するため、引き続き店舗スタッフ

の育成強化の実施、接客スペースを拡充するための改装等を実施しました。また、株式会社アドバンス

サポートを連結子会社化したことによる影響もあり販売台数が増加いたしました。 

 以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比14,183百万円増の36,688百万円、営業利益は前年同四

半期比77百万円減の983百万円となりました。 

  

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３四半期連結累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、コピー機、ビジネスホンを含むＯＡ機器全般の販売、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、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、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。 

 以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比2,016百万円増の7,768百万円、営業利益は前年同四半

期比132百万円増の425百万円となりました。 

  

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9,659百万円増加し、25,576百万円となりました。総資産が増加

した主な要因は、売掛金、商品及び製品の増加によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ7,497百万円増加し、20,332百万円となりました。負債が増加した

主な要因は、買掛金および借入金の増加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2,162百万円増加し、5,243百万円となりました。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によるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末日（平成23年12月31日）における当社の連結経営成績および財政状態は

計画通りに推移しているため、平成23年11月25日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表の業績

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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当第３四半期連結会計期間より、株式会社アドバンスサポートは株式取得により当社の子会社となっ

たため、連結の範囲に含めております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

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３四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、1,777円03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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,281,999 3,549,614

売掛金 4,620,926 9,240,392

商品及び製品 1,163,939 3,052,074

販売用不動産 335,472 335,472

繰延税金資産 627,000 868,037

その他 571,700 1,225,499

貸倒引当金 △5,146 △14,224

流動資産合計 10,595,893 18,256,866

固定資産

有形固定資産 1,265,977 1,947,138

無形固定資産

のれん 2,004,815 2,099,526

ソフトウエア 40,388 96,624

その他 14,714 13,979

無形固定資産合計 2,059,919 2,210,131

投資その他の資産

投資有価証券 499,561 1,070,209

差入保証金 1,227,743 1,874,912

長期滞留債権 900,132 943,520

その他 259,900 219,397

貸倒引当金 △891,903 △945,676

投資その他の資産合計 1,995,434 3,162,362

固定資産合計 5,321,331 7,319,632

資産合計 15,917,224 25,576,498

負債の部

流動負債

買掛金 3,378,166 7,562,420

短期借入金 1,075,000 1,695,000

1年内返済予定の長期借入金 1,162,926 1,987,004

1年内償還予定の新株予約権付社債 330,000 －

1年内償還予定の社債 294,800 255,100

未払金 1,099,032 2,432,137

未払法人税等 253,941 －

解約調整引当金 19,766 11,530

賞与引当金 43,196 109,049

その他 821,276 1,045,829

流動負債合計 8,478,106 15,098,072
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

固定負債

長期借入金 3,308,962 4,368,756

社債 620,400 455,450

偶発損失引当金 30,681 16,054

負ののれん 45,372 16,204

その他 352,272 378,415

固定負債合計 4,357,687 5,234,881

負債合計 12,835,794 20,332,953

純資産の部

株主資本

資本金 1,249,997 1,250,342

資本剰余金 999,886 1,000,232

利益剰余金 782,803 2,331,800

株主資本合計 3,032,687 4,582,375

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 21,824

その他の包括利益累計額合計 35,375 21,824

新株予約権 13,209 19,261

少数株主持分 157 620,083

純資産合計 3,081,429 5,243,545

負債純資産合計 15,917,224 25,576,498
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 28,464,206 44,575,609

売上原価 21,352,640 35,480,900

売上総利益 7,111,566 9,094,709

販売費及び一般管理費 5,898,089 7,663,536

営業利益 1,213,476 1,431,172

営業外収益

受取利息 13,440 14,381

負ののれん償却額 29,167 29,167

助成金収入 719 46,851

その他 29,796 30,042

営業外収益合計 73,124 120,443

営業外費用

支払利息 123,467 108,532

支払手数料 18,292 8,521

持分法による投資損失 － 83,710

その他 19,675 25,142

営業外費用合計 161,435 225,907

経常利益 1,125,166 1,325,708

特別利益

固定資産売却益 8,575 11

投資有価証券売却益 － 1,631

関係会社株式売却益 － 61,148

貸倒引当金戻入額 11,412 －

持分変動利益 － 168,133

その他 8,732 1,397

特別利益合計 28,720 232,322

特別損失

固定資産除却損 33,026 37,021

投資有価証券評価損 4,597 1,593

和解金 90,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 70,669 －

その他 13,507 －

特別損失合計 211,800 38,615

税金等調整前四半期純利益 942,086 1,519,415

法人税、住民税及び事業税 130,773 89,906

法人税等調整額 － △59,288

法人税等合計 130,773 30,617

少数株主損益調整前四半期純利益 811,313 1,488,798

少数株主損失（△） △11,908 △83,493

四半期純利益 823,221 1,572,291
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 811,313 1,488,798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35,381 △13,573

その他の包括利益合計 35,381 △13,573

四半期包括利益 846,694 1,475,224

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 858,602 1,558,740

少数株主に係る四半期包括利益 △11,908 △83,515
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当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

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．報告セグメントごとの資産に関する情報 

当第３四半期連結会計期間において、株式会社アドバンスサポートを連結の範囲に含めております。

それに伴い、前連結会計年度の末日に比して、情報インフラ事業の資産が7,166,704千円、法人ソリュ

ーション事業の資産が1,437,432千円、増加しております。 

  

３．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。 

  

４．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 

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）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 22,504,359 5,752,567 28,256,927 207,278 28,464,206

 セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 22,504,359 5,752,567 28,256,927 207,278 28,464,206

セグメント利益 1,061,111 292,634 1,353,745 110 1,353,856

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,353,745

「その他」の区分の利益 110

全社費用(注) △140,379

四半期連結損益計算書の営業利益 1,213,476
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 

該当事項はありません。 

  

(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 36,688,232 7,768,864 44,457,097 118,511 44,575,609

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 36,688,232 7,768,864 44,457,097 118,511 44,575,609

セグメント利益 983,856 425,087 1,408,943 18,698 1,427,642

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,408,943

「その他」の区分の利益 18,698

全社費用(注) 3,530

四半期連結損益計算書の営業利益 1,431,172
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 当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

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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