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1.  平成24年9月期第2四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 22,167 0.7 883 157.8 906 163.1 506 ―
23年9月期第2四半期 22,015 9.0 342 90.3 344 53.7 38 △56.8

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9月期第2四半期 64.46 ―
23年9月期第2四半期 4.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 26,963 6,132 22.7
23年9月期 24,177 5,523 22.8
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  6,132百万円 23年9月期  5,523百万円

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9月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年9月期 ― 6.00
24年9月期（予想） ― 6.00 12.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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 41,000 △0.3 900 172.0 910 183.8 430 ― 54.69



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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9月期2Q 8,701,228 株 23年9月期 8,701,228 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 839,841 株 23年9月期 838,857 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 7,861,978 株 23年9月期2Q 8,515,763 株

※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ますが、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、四半期
決算短信（添付資料）３ ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期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持直しの動きが見られたもの

の、欧州の政府債務危機や原油高を背景とした海外景気の下振れが金融資本市場に影響を与えているこ

とや、長引く円高の影響等により依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境のなか、当社は経営方針に基づく中長期経営戦略を的確に実践するとともに、首都

圏、関西圏を中心に業績の拡大を図り、各地方店所においてはそれぞれの地域の特性にあった得意ビジ

ネスの拡販に取組んでまいりました。 

当第２四半期累計期間の業績につきまして、主たる事業基盤でありますネットワークにおいては、東

日本大震災復興支援としての通信インフラ設備関連ビジネスや、節電対策などで当社の省エネ関連ビジ

ネスが販売に貢献したことから、売上高は堅調に推移いたしました。ソリューションにおいては、公共

関連ビジネスや、運輸業向けシステム開発、ヘルスケアビジネスなどにより売上高は順調に推移いたし

ました。サポートサービスにおいては、ストックビジネスの拡大を目指し、ソフトウェア保守としての

ヘルプデスクサービス、運用支援サービスなど扶桑ＬＣＭサービスの拡販につとめてまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高21,257百万円(前年同四半

期比114.1％)、売上高22,167百万円(前年同四半期比100.7％)となりました。利益につきましては、原価

率の低減および販売管理費の削減につとめたことから、営業利益883百万円(前年同四半期比257.8％)、

経常利益906百万円(前年同四半期比263.1％)、四半期純利益506百万円(前年同四半期純利益38百万円)と

なりました。 

  

当第２四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門10,240百万円(前年同四半期比100.0％)、電子

機器部門6,081百万円(前年同四半期比103.9％)、ＯＡ機器部門2,354百万円(前年同四半期比97.4％)、保

守部門3,490百万円(前年同四半期比99.6％)となりました。  

  

＜当社の四半期業績の特性について＞ 

ＩＣＴ(情報通信技術)業界に位置する当社の業績動向は季節的変動が大きく、システム導入および

更新時期が、お客様の決算期である３月、９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高は第２四半

期、第４四半期に集中、増加する特性があります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,786百万円増加し26,963百万円とな

りました。主な増加理由といたしましては、受取手形及び売掛金が3,494百万円増加したことなどによる

ものです。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ2,177百万円増加し20,831百万円となりました。主な増加理

由といたしましては、買掛金が2,357百万円増加したことなどによるものです。  

純資産につきましては、前事業年度末に比べ608百万円増加し、6,132百万円となりました。主な増加

理由といたしましては、利益剰余金が459百万円増加したことなどによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という。)は、前事業

年度末に比べて849百万円減少し、1,579百万円となりました。  

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであ

ります。 

  

 〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動で使用した資金は、前年同四半期と比べ263百万円増加し、854百万円となりました。主な要

因は、売上債権の増加および仕入債務の減少などによるものです。 

  

 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動で得た資金は、前年同四半期に比べ372百万円減少し56百万円となりました。主な要因は、投

資有価証券の償還による収入などによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

 (1) 経営成績に関する定性的情報

 (2) 財政状態に関する定性的情報
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 〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動で使用した資金は、前年同四半期に比べ799百万円増加し50百万円となりました。主な要因

は、配当金の支払いによるものです。 

  

平成24年９月期の業績予想につきましては、平成24年４月26日付「業績予想の修正に関するお知らせ

(非連結)」において公表しました業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

第１四半期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。 

②法人税率の変更等による影響 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平

成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後

に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.70％から、平

成24年10月１日に開始する事業年度から平成26年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一

時差異については38.01％に、平成27年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異

については35.64％となります。この税率変更により繰延税金資産が258,177千円減少し、その他有価

証券評価差額金(借方)が23,652千円、法人税等調整額が234,525千円増加しております。 

 (3) 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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 (3) 追加情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,428,552 1,579,396

受取手形及び売掛金 9,168,110 12,662,543

有価証券 159,780 99,960

商品 92,469 68,514

仕掛品 1,271,356 1,729,992

繰延税金資産 409,789 406,199

その他 459,986 498,814

貸倒引当金 △32,441 △59,874

流動資産合計 13,957,603 16,985,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,156,229 1,161,748

減価償却累計額 △680,423 △697,594

建物及び構築物（純額） 475,806 464,154

土地 189,993 189,993

その他 1,616,439 1,636,768

減価償却累計額 △602,778 △627,962

その他（純額） 1,013,661 1,008,806

有形固定資産合計 1,679,461 1,662,953

無形固定資産   

ソフトウエア 45,109 49,284

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 67,241 71,415

投資その他の資産   

投資有価証券 4,585,991 4,846,638

リース投資資産 604,784 628,910

差入保証金 429,853 426,802

繰延税金資産 2,811,862 2,294,839

その他 77,722 82,205

貸倒引当金 △37,293 △35,339

投資その他の資産合計 8,472,921 8,244,056

固定資産合計 10,219,623 9,978,426

資産合計 24,177,227 26,963,973
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,176,307 10,533,936

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 60,796 42,745

前受金 268,596 257,836

賞与引当金 823,796 842,870

その他 1,215,385 1,408,320

流動負債合計 11,044,883 13,085,709

固定負債   

長期借入金 － 500,000

退職給付引当金 6,009,087 5,652,206

役員退職慰労引当金 73,886 73,886

リース債務 1,484,513 1,481,188

その他 41,366 38,629

固定負債合計 7,608,853 7,745,910

負債合計 18,653,736 20,831,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 4,102,508 4,562,127

自己株式 △288,575 △288,900

株主資本合計 5,973,901 6,433,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △450,410 △300,841

評価・換算差額等合計 △450,410 △300,841

純資産合計 5,523,490 6,132,354

負債純資産合計 24,177,227 26,963,973

扶桑電通株式会社(7505)平成24年９月期　第２四半期決算短信(非連結)

- 5 -



（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 22,015,486 22,167,720

売上原価 18,452,120 18,078,107

売上総利益 3,563,365 4,089,613

販売費及び一般管理費 3,220,748 3,206,437

営業利益 342,616 883,175

営業外収益   

受取利息 2,538 661

受取配当金 13,251 23,103

仕入割引 5,917 4,614

貸倒引当金戻入額 － 412

その他 19,588 21,857

営業外収益合計 41,295 50,649

営業外費用   

支払利息 25,469 25,312

投資有価証券評価損 5,954 －

賃貸原価 1,362 －

その他 6,634 2,025

営業外費用合計 39,420 27,337

経常利益 344,491 906,487

特別利益   

固定資産売却益 13,074 －

投資有価証券売却益 2,850 10

貸倒引当金戻入額 583 －

ゴルフ会員権売却益 － 3,400

特別利益合計 16,508 3,410

特別損失   

投資有価証券評価損 211,959 －

固定資産除却損 9,467 1,456

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 －

特別損失合計 246,740 1,456

税引前四半期純利益 114,258 908,440

法人税、住民税及び事業税 23,994 23,576

法人税等調整額 51,594 378,072

法人税等合計 75,588 401,648

四半期純利益 38,670 506,792
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 114,258 908,440

減価償却費 104,137 110,580

固定資産除却損 9,467 1,456

固定資産売却損益（△は益） △13,074 －

投資有価証券評価損益（△は益） 217,913 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,850 △9

投資有価証券償還損益（△は益） － △1,559

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △3,400

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,348 25,478

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,839 19,073

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,870 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113,644 △356,881

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,226 －

受取利息及び受取配当金 △15,789 △23,764

支払利息 25,469 25,312

売上債権の増減額（△は増加） △4,377,482 △3,505,192

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,746 △434,681

仕入債務の増減額（△は減少） 3,273,478 2,358,529

その他 272,851 70,280

小計 △546,791 △806,336

利息及び配当金の受取額 18,353 23,949

利息の支払額 △25,913 △24,862

法人税等の還付額 11,685 3,082

法人税等の支払額 △48,562 △50,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △591,228 △854,988

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △8,722 △990

投資有価証券の売却による収入 10,000 590

投資有価証券の償還による収入 397,164 93,254

有形固定資産の取得による支出 △47,021 △24,814

有形固定資産の売却による収入 87,558 －

無形固定資産の取得による支出 △6,238 △12,499

敷金の差入による支出 △12,358 △6,149

敷金の回収による収入 15,948 11,106

ゴルフ会員権の売却による収入 － 4,500

ゴルフ会員権の取得による支出 － △3,000

その他 △7,048 △5,437

投資活動によるキャッシュ・フロー 429,281 56,560
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,150,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △350,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 － 500,000

自己株式の取得による支出 △200 △324

配当金の支払額 △51,029 △47,384

その他 － △3,018

財務活動によるキャッシュ・フロー 748,769 △50,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 586,823 △849,155

現金及び現金同等物の期首残高 1,703,793 2,428,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,290,617 1,579,396
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該当事項はありません。  

  

(セグメント情報) 

前第２四半期累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日)及び当第２四半期累計期間(自

平成23年10月１日 至 平成24年３月31日)  

 当社は、通信機器・電子機器・ＯＡ機器の販売および施工、システムソフト開発、並びにこれらに

関連するサポートサービスの単一事業を営んでいるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

 (4) 継続企業の前提に関する注記

 (5) セグメント情報等

 (6) 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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