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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 3,850 42.1 419 31.8 333 3.8 257 42.7
23年12月期第1四半期 2,710 15.0 318 △46.4 321 △43.8 180 △16.8

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 292百万円 （32.8％） 23年12月期第1四半期 219百万円 （―％）

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12月期第1四半期 2,972.08 ―
23年12月期第1四半期 2,082.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 20,879 4,878 23.2
23年12月期 19,861 4,670 23.4
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  4,847百万円 23年12月期  4,642百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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) 7,100 36.5 550 23.4 500 11.0 350 112.5 4,043.62
通期 11,700 22.0 670 ― 620 ― 430 ― 4,967.88

kmaejima
スタンプ



(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  

(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の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およ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およ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３ページ「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 1社 （社名） プラネックスコンサルティング株式会社 、 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12月期1Q 96,575 株 23年12月期 96,575 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 10,019 株 23年12月期 10,019 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 86,556 株 23年12月期1Q 86,556 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、欧州での政府債務危機や国内での長引く円高、株

安が一服し、景気の底打感が見られたものの、東日本大震災の復旧の遅れや電力供給不安が依然として

残っており、不透明な状況で推移しました。 

このような市場環境の下、当社グループでは、期首より一新したＣＩ（コーポレートアイデンティテ

ィ）のコンセプト”your life．simple.”のもと、前連結会計年度の赤字を取り戻すべく、邁進いたし

ました。 

情報通信・ネットワーク関連製品事業におきましては、前連結会計年度から引き続きスマートフォン

やタブレット端末の普及が加速する中、利益率の高いスマートフォン関連分野の販売が需要拡大を受け

て好調に推移したほか、ＥＣサイト分野での販売も好調に推移しました。この結果、売上高は当初の見

込みを下回ったものの、営業利益は当初の見込みを大きく上回ることができました。 

店頭外国為替証拠金取引等事業におきましては、第二次レバレッジ規制による影響により業界全体の

取引量が減少するなか、収益の安定化のための法人顧客の獲得や、マーケティング施策の見直しを行い

ました。その結果、売上高および利益ともに当初の見込みを上回りましたが、黒字化には至りませんで

した。 

自動車流通事業におきましては、エコカー補助金復活を受け、市場全体が盛り上がりを見せる中、利

益率の高い小売販売と合わせて自動車保険販売などの付随サービスの提供に注力した結果、売上高、営

業利益ともに当初の見込みを上回りました。 

以上により、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,850,113千円（前年同四

半期比42.1％増）、営業利益419,284千円（前年同四半期比31.8％増）、経常利益333,593千円（前年同

四半期比3.8％増）、四半期純利益257,251千円（前年同四半期比42.7％増）となりました 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 情報通信・ネットワーク関連製品事業 

当セグメントにおける売上高は2,433,446千円（前年同四半期比120.5％増）、営業利益は350,020千

円（前年同四半期比1,814.1％増）となりました。 

② 店頭外国為替証拠金取引等事業 

当セグメントにおける売上高は710,100千円（前年同四半期比27.2％減）、営業損失は18,415千円

（前年同四半期は営業利益293,467千円）となりました。 

③ 自動車流通事業 

当セグメントにおける売上高は706,566千円（前年同四半期比12.1％増）、営業利益は25,015千円

（前年同四半期比1,376.2％増）となりました。 

  

資産、負債、純資産の状況  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,017,902千円増の20,879,704千

円であります。これは主に現金及び預金、商品及び製品の増加などによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末比809,958千円増の16,001,607千円と

なりました。これは主に買掛金、短期借入金の増加などによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末比207,944千円増の4,878,096千円と

なりました。これは主に利益剰余金の増加などによるものであります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年４月16日に公表しました第２四半期連結業績予想、平成24年３月27日に公表しました通期連

結業績予想に変更はございません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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平成24年３月27日に、株式会社EMCOM CONSULTING（現 プラネックスコンサルティング株式会社）の

全株式を取得（株式会社外為ジャパン90.0％、プラネックスフォースシステムズ株式会社10.0％）した

ことにより、当第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

  

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後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。  

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
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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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,187,898 3,374,661

売掛金 728,632 1,113,042

有価証券 24,688 23,810

商品及び製品 746,313 1,169,546

仕掛品 184,338 19,907

原材料及び貯蔵品 3,960 3,197

繰延税金資産 226,859 192,414

外国為替取引顧客区分管理信託 10,146,000 10,431,000

差入保証金 635,653 365,503

支払差金勘定 2,492,675 1,666,204

その他 1,056,674 755,752

貸倒引当金 △12,325 △12,894

流動資産合計 18,421,368 19,102,144

固定資産

有形固定資産

建物 215,200 261,273

減価償却累計額 △49,549 △10,744

建物（純額） 165,650 250,529

車両運搬具 11,604 19,207

減価償却累計額 △10,838 △15,803

車両運搬具（純額） 765 3,404

工具、器具及び備品 571,118 842,573

減価償却累計額 △424,323 △717,841

工具、器具及び備品（純額） 146,794 124,731

土地 407,979 407,979

建設仮勘定 15,000 －

有形固定資産合計 736,189 786,643

無形固定資産

のれん － 223,412

ソフトウエア 84,718 81,730

その他 2,234 2,234

無形固定資産合計 86,953 307,377

投資その他の資産

投資有価証券 395,122 407,801

繰延税金資産 42,664 81,738

その他 269,649 283,606

貸倒引当金 △90,145 △89,608

投資その他の資産合計 617,290 683,537

固定資産合計 1,440,433 1,777,559

資産合計 19,861,801 20,879,704
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 916,285 2,131,263

短期借入金 60,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 188,696 188,696

1年内償還予定の社債 66,800 66,800

未払金 353,836 373,954

未払法人税等 9,534 9,878

賞与引当金 5,388 25,887

返品調整引当金 285 378

訴訟損失引当金 － 7,100

外国為替受入証拠金 12,394,945 11,799,361

オプション負債 32,300 8,148

資産除去債務 18,000 －

繰延税金負債 － 13,397

その他 416,912 416,340

流動負債合計 14,462,984 15,341,204

固定負債

社債 99,800 66,400

長期借入金 538,148 502,849

繰延税金負債 73,595 73,519

関係会社整理損失引当金 10,328 10,328

負ののれん 6,792 －

その他 － 7,306

固定負債合計 728,664 660,403

負債合計 15,191,648 16,001,607

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,090,287

資本剰余金 1,416,788 1,330,232

利益剰余金 1,663,688 1,920,974

自己株式 △377,558 △377,558

株主資本合計 4,793,206 4,963,936

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △19,301 △7,500

繰延ヘッジ損益 △32,300 △8,148

為替換算調整勘定 △98,884 △100,918

その他の包括利益累計額合計 △150,487 △116,567

少数株主持分 27,432 30,727

純資産合計 4,670,152 4,878,096

負債純資産合計 19,861,801 20,879,704
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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23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 1,733,682 3,140,013

金融収益 976,679 710,100

売上高合計 2,710,362 3,850,113

売上原価 1,555,798 2,584,406

売上総利益 1,154,563 1,265,706

返品調整引当金繰入額 3,044 378

返品調整引当金戻入額 3,497 285

差引売上総利益 1,155,017 1,265,613

販売費及び一般管理費

役員報酬 59,391 46,555

給料及び賞与 111,952 118,747

広告宣伝費 189,715 231,978

運賃 15,684 15,292

賞与引当金繰入額 15,093 14,768

業務委託費 75,620 79,087

研究開発費 645 260

その他 368,729 339,638

販売費及び一般管理費合計 836,833 846,329

営業利益 318,184 419,284

営業外収益

受取利息及び配当金 4,850 6,375

持分法による投資利益 806 －

雑収入 12,601 1,173

営業外収益合計 18,259 7,548

営業外費用

支払利息 1,270 3,716

為替差損 6,947 88,642

社債利息 216 －

社債発行費 3,017 －

雑損失 3,565 880

営業外費用合計 15,017 93,240

経常利益 321,426 333,593

特別利益

貸倒引当金戻入額 605 －

違約金収入 7,500 －

特別利益合計 8,105 －
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(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 － 11,211

役員退職慰労金 70,000 －

投資有価証券売却損 1,004 12

訴訟損失引当金繰入額 － 7,100

その他 13,057 384

特別損失合計 84,061 18,709

税金等調整前四半期純利益 245,470 314,884

法人税、住民税及び事業税 88,247 4,239

法人税等調整額 △27,314 52,385

法人税等合計 60,933 56,625

少数株主損益調整前四半期純利益 184,536 258,258

少数株主利益 4,277 1,007

四半期純利益 180,259 257,251
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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23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 184,536 258,258

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,482 11,801

繰延ヘッジ損益 17,626 24,152

為替換算調整勘定 3,289 △2,034

その他の包括利益合計 35,398 33,919

四半期包括利益 219,935 292,178

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 215,657 291,171

少数株主に係る四半期包括利益 4,277 1,007
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該当事項はありません。  

  

  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３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、設計ソリューション事業、ＳＩ事

業を含んでおります。 

  

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)  主として当社（連結財務諸表提出会社）に係る損益であります 

  

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）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)

合計情報通信・ 
ネットワーク 
関連製品事業

店頭外国為替
証拠金取引等

事業

自動車流通
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,433,446 710,100 706,566 3,850,113 - 3,850,113

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

18,801 - 6,000 24,801 23,144 47,945

計 2,452,248 710,100 712,566 3,874,914 23,144 3,898,058

セグメント利益又は損 
失（△）

350,020 △18,415 25,015 356,621 1,689 358,310

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 356,621

「その他」の区分の利益 1,689

セグメント間取引消去 △203

のれんの償却額 △2,399

報告セグメントに配分していない損益（注） 56,777

その他の調整額 6,800

四半期連結損益計算書の営業利益 419,284

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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