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1.  平成24年10月期第1四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年1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10月期第1四半期 3,612 18.5 105 2.0 101 16.0 43 △86.9
23年10月期第1四半期 3,048 9.9 103 △20.5 87 65.3 330 601.3

（注）包括利益 24年10月期第1四半期 42百万円 （△87.1％） 23年10月期第1四半期 330百万円 （―％）

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10月期第1四半期 789.50 ―
23年10月期第1四半期 6,021.67 ―

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

24年10月期第1四半期 5,610 2,138 38.1 38,850.46
23年10月期 6,294 2,123 33.7 38,564.74
（参考） 自己資本   24年10月期第1四半期  2,135百万円 23年10月期  2,119百万円

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10月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
24年10月期 ―
24年10月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10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) 6,600 2.7 200 1.9 170 48.9 160 △43.1 2,911.16
通期 14,000 1.6 500 8.4 455 66.6 435 94.3 7,914.70



(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おります。 

※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「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10月期1Q 56,146 株 23年10月期 56,146 株
② 期末自己株式数 24年10月期1Q 1,185 株 23年10月期 1,185 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期1Q 54,961 株 23年10月期1Q 54,961 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、東日本大震災の影響から徐々に抜け出しつつあるも

のの、原発問題の長期化や国際経済への懸念など先行きは依然不透明な状況が続いております。 

そのような状況のなか、全社的な営業体制の強化及びスマートフォン人気もあり当社グループの売上高

は3,612百万円（前年同期比18.5％増）、営業利益は105百万円（前年同期比2.0％増）、経常利益は101百

万円（16.0％増）となりましたが、四半期純利益は43百万円（前年同期比86.9％減）となっております。

これは、特別利益として不正関連損失引当金戻入額を24百万円計上したものの、法人税率等の変更により

繰延税金資産の取崩し78百万円があったためであります。なお、前年同期は連結納税制度の開始による繰

延税金資産の計上237百万円を行っております。 

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 移動体通信店舗事業 

 
移動体通信店舗事業におきましては、スマートフォンの拡販を中心にデータ通信端末等の販売に注力

したため新規販売台数、機種変更台数ともに前年実績を上回ることができました。また、お客様から選

ばれる店舗にリニューアルを進めた結果、売上高は3,427百万円（前年同期比20.2％増）、セグメント

利益は133百万円（前年同期比0.1％増）となりました。 

なお、１月には宮城県のソフトバンク仙台泉店及びソフトバンク西多賀一丁目店を、２月には宮城県

のソフトバンク吉岡店、福島県のソフトバンク虎丸店及び岩手県のａｕショップ盛岡大通りをリニュー

アルしております。 

  

② テレマーケティング事業 

 
テレマーケティング事業におきましては、安定的な収益を確保しつつ、人員の拡大・育成を進めた結

果、売上高は115百万円（前年同期比38.4％増）、セグメント利益は31百万円（前年同期比40.2％増）

となっております。 

  

③ 不動産賃貸事業 

 
不動産賃貸事業におきましては、主要賃貸不動産について安全確保のために一部営業を見合わせてい

るため、売上高は3百万円（前年同期比80.5％減）、セグメント損失1百万円（前年同期は3百万円のセ

グメント利益）となっておりますが、不動産賃貸事業の連結業績全体に与える影響は軽微であります。

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

（連結経営成績サマリー） （百万円未満切捨て）

平成23年10月期
第１四半期

平成24年10月期
第１四半期

増減額 増減率

売上高 3,048百万円 3,612百万円 563百万円 18.5％ 

営業利益 103百万円 105百万円 2百万円 2.0％

経常利益 87百万円 101百万円 13百万円 16.0％

四半期純利益 330百万円 43百万円 △287百万円 △86.9％

１株当たり四半期純利益 6,021.67円 789.50円 △5,232.17円 △86.9％

・売上高 3,427百万円 （前年同期比20.2％増）

・営業利益 133百万円 （前年同期比0.1％増）

・売上高 115百万円 （前年同期比38.4％増）

・営業利益 31百万円 （前年同期比40.2％増）

・売上高 3百万円 （前年同期比85.0％減）

・営業損失 △1百万円 （前年同期比 ― ）
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④ その他 

 
震災の影響もあり、通信回線サービス契約受付事業およびソーシャルアプリ事業につきましては営業

を休止しておりますが、医療・介護事業において介護予防通所介護施設を運営しており、売上高は65百

万円（前年同期比26.0％減）、セグメント損失16百万円（前年同期は21百万円のセグメント損失）とな

っております。 

なお、医療・介護事業において、3月には第3号施設「ライフクオリティ名取駅西」を開設しておりま

す。また、高齢者向けケア事業の学術連携の一環として、久野信彦先生（成田きん さんの主治トレー

ナー）による学術セミナー講演会を3月18日に開催いたします。 

  

   

当第１四半期連結会計期間末における資産の状況は、前連結会計年度末と比較して、流動資産は594

百万円減少して2,225百万円、固定資産は89百万円減少して3,384百万円となりました。これは主に現金

及び預金386百万円の減少、売掛金172百万円の減少並びに繰延税金資産78百万円の減少によるものであ

ります。その結果、総資産は683百万円減少して5,610百万円となりました。 

負債の状況は、流動負債は543百万円減少して2,502百万円、固定負債は155百万円減少して969百万円

となりました。これは主に買掛金257百万円の減少及び借入金の合計243百万円の減少によるものであり

ます。その結果、負債総額は698百万円減少して3,472百万円となりました。 

純資産の状況は、15百万円増加して2,138百万円となりました。これは配当金の支払27百万円及び四

半期純利益43百万円の計上によるものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、当四半期連結累計期間において、前連結会計年度に計上いたしました

不正関連損失引当金の戻入れがあったものの、法人税率の変更による繰延税金資産の取崩しがありまし

たが、移動体通信店舗事業の業績は順調に推移しているため、平成23年12月26日に公表いたしました連

結業績予想を据え置いております。業績予想の修正が必要になった場合は速やかに開示いたします。 

  

  

・売上高 65百万円 （前年同期比26.0％減）

・営業損失 △16百万円 （前年同期比 ― ）

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（百万円未満切捨て）

平成23年10月期末
(平成23年10月31日)

平成24年10月期
第１四半期末 

(平成24年１月31日)

増減額

資産合計 6,294百万円 5,610百万円 △683百万円

負債合計 4,170百万円 3,472百万円 △698百万円

純資産合計 2,123百万円 2,138百万円 15百万円

自己資本比率 33.7％ 38.1％ 4.4 point

１株当たり純資産 38,564.74円 38,850.46円 285.72円

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

（「監理銘柄（審査中）」指定の解除及び「特設注意市場銘柄」の指定について） 

当社株式は、株式会社東京証券取引所の審査の結果、有価証券報告書等の虚偽記載の影響について総

合的に勘案すると、その重大性については、上場廃止が相当であるとまでは認められないと判断された

ため、平成24年１月18日付で監理銘柄（審査中）の指定を解除されました。 

しかしながら、当社は第三者調査委員会による調査結果を受けて平成18年10月期から平成23年10月期

第３四半期までの有価証券報告書等の訂正報告書を提出したことから、株式会社東京証券取引所より当

社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、平成24年１月18日付にて、当社株

式は特設注意市場銘柄に指定されております。 

  

  

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

（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

（４）追加情報

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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 820,119 433,879

売掛金 1,482,277 1,309,748

商品及び製品 318,613 285,301

その他 202,979 200,951

貸倒引当金 △3,966 △3,966

流動資産合計 2,820,023 2,225,915

固定資産

有形固定資産

土地 617,803 617,803

その他 356,677 366,042

有形固定資産合計 974,480 983,845

無形固定資産

のれん 1,718,874 1,690,226

その他 43,496 36,991

無形固定資産合計 1,762,370 1,727,217

投資その他の資産

役員及び役員保有会社に対する金銭債権 643,818 －

株主及び株主保有会社に対する金銭債権 － 638,687

その他 634,974 559,849

貸倒引当金 △541,379 △524,856

投資その他の資産合計 737,414 673,680

固定資産合計 3,474,265 3,384,743

資産合計 6,294,289 5,610,658
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,239,079 981,400

短期借入金 280,000 176,000

1年内返済予定の長期借入金 580,004 570,784

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 59,386 68,209

賞与引当金 45,020 21,358

役員賞与引当金 15,000 －

災害損失引当金 16,500 16,500

不正関連損失引当金 72,260 44,730

その他 688,716 573,448

流動負債合計 3,045,968 2,502,431

固定負債

社債 125,000 100,000

長期借入金 981,125 850,920

その他 18,866 18,881

固定負債合計 1,124,991 969,801

負債合計 4,170,959 3,472,232

純資産の部

株主資本

資本金 1,199,086 1,199,086

資本剰余金 822,760 822,760

利益剰余金 108,248 124,159

自己株式 △9,798 △9,798

株主資本合計 2,120,296 2,136,207

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △739 △947

その他の包括利益累計額合計 △739 △947

新株予約権 1,249 1,249

少数株主持分 2,523 1,916

純資産合計 2,123,329 2,138,425

負債純資産合計 6,294,289 5,610,658
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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11月１日
至 平成23年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

売上高 3,048,894 3,612,539

売上原価 2,453,980 3,032,224

売上総利益 594,913 580,315

販売費及び一般管理費 491,439 474,748

営業利益 103,473 105,567

営業外収益

受取利息 385 165

貸倒引当金戻入額 － 16,522

その他 750 623

営業外収益合計 1,135 17,310

営業外費用

支払利息 13,953 10,820

その他 3,563 11,020

営業外費用合計 17,517 21,840

経常利益 87,091 101,037

特別利益

貸倒引当金戻入額 22,857 －

不正関連損失引当金戻入額 － 24,353

その他 － 4,130

特別利益合計 22,857 28,483

特別損失

固定資産除却損 － 907

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,420 －

和解金 － 1,605

特別損失合計 15,420 2,512

税金等調整前四半期純利益 94,528 127,008

法人税、住民税及び事業税 762 5,398

法人税等調整額 △237,112 78,825

法人税等合計 △236,350 84,223

少数株主損益調整前四半期純利益 330,879 42,784

少数株主損失（△） △77 △607

四半期純利益 330,956 43,391
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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11月１日
至 平成23年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 330,879 42,784

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △207

その他の包括利益合計 － △207

四半期包括利益 330,879 42,576

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 330,956 43,184

少数株主に係る四半期包括利益 △77 △607
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該当事項はありません。 

  

１．前第１四半期連結累計期間（自 平成22年11月１日 至 平成23年１月31日） 

（千円）

 
(注) １．「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、医療・介護事業、ソ

ーシャルアプリ事業及び通信回線サービス契約受付事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△34,022千円には、セグメント間取引消去△363千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△33,659千円が含まれております。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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．当第１四半期連結累計期間（自 平成23年11月１日 至 平成24年１月31日） 

（千円）

 
(注) １．「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、医療・介護事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,758千円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用△41,758千円が含まれております。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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

移動体通信
店舗事業

テレマーケ
ティング 
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

2,851,088 83,289 25,594 2,959,972 88,921 3,048,894 ― 3,048,894

セグメント
間の内部売
上高

― ― 363 363 ― 363 △363 ―

計 2,851,088 83,289 25,957 2,960,336 88,921 3,049,257 △363 3,048,894

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

133,840 22,374 3,156 159,370 △21,874 137,496 △34,022 103,473

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

移動体通信
店舗事業

テレマーケ
ティング 
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

3,427,589 115,267 3,845 3,546,702 65,837 3,612,539 ― 3,612,539

セグメント
間の内部売
上高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 3,427,589 115,267 3,845 3,546,702 65,837 3,612,539 ― 3,612,539

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

133,918 31,378 △1,806 163,490 △16,164 147,325 △41,758 105,567

（５）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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