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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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3四半期 28,970 △1.3 487 ― 525 ― 36 ―
23年9月期第3四半期 29,363 10.9 △110 ― △98 ― △264 ―

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3四半期 4.62 ―
23年9月期第3四半期 △31.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 22,166 5,504 24.8
23年9月期 24,177 5,523 22.8
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  5,504百万円 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） 

※  注記事項

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3Q 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3Q 840,045 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3Q 7,861,780 株 23年9月期3Q 8,515,211 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）２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３四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状況にあるなか復興需要等を背景と

して緩やかに回復しつつあるものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性が高いことや、長引く円高など

の影響により景気の先行きは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３四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ものの、売上高は低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３四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高30,277百万円(前年同四半

期比107.7％)、売上高28,970百万円(前年同四半期比98.7％)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487百万円(前年同四半期営業損失110百

万円)、経常利益525百万円(前年同四半期経常損失98百万円)、四半期純利益36百万円(前年同四半期純損

失264百万円)となりました。 

  

当第３四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門12,509百万円(前年同四半期比92.4％)、電子

機器部門7,648百万円(前年同四半期比103.8％)、ＯＡ機器部門3,553百万円(前年同四半期比109.1％)、

保守部門5,258百万円(前年同四半期比101.0％)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。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,010百万円減少し、22,166百万円と

なりました。主な減少理由といたしましては、受取手形及び売掛金が2,775百万円減少したことなどによ

るものです。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ1,991百万円減少し、16,662百万円となりました。主な減少

理由といたしましては、支払手形及び買掛金が1,808百万円減少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18百万円減少し、5,504百万円となりました。主な減少理

由といたしましては、配当金の支払による利益剰余金の減少によるものです。 

  

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。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 (3) 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。 

  

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268,900千円減少し、その他有価

証券評価差額金(借方)が32,286千円、法人税等調整額が236,614千円増加しております。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,428,552 2,447,931

受取手形及び売掛金 9,168,110 6,392,201

有価証券 159,780 －

商品 92,469 87,426

仕掛品 1,271,356 2,659,731

繰延税金資産 409,789 393,448

その他 459,986 483,263

貸倒引当金 △32,441 △48,309

流動資産合計 13,957,603 12,415,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,156,229 1,164,155

減価償却累計額 △680,423 △706,302

建物及び構築物（純額） 475,806 457,853

土地 189,993 189,993

その他 1,616,439 1,643,920

減価償却累計額 △602,778 △662,740

その他（純額） 1,013,661 981,179

有形固定資産合計 1,679,461 1,629,025

無形固定資産   

ソフトウエア 45,109 45,068

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 67,241 67,199

投資その他の資産   

投資有価証券 4,585,991 4,620,029

リース投資資産 604,784 668,181

差入保証金 429,853 422,256

繰延税金資産 2,811,862 2,294,286

その他 77,722 84,043

貸倒引当金 △37,293 △33,840

投資その他の資産合計 8,472,921 8,054,956

固定資産合計 10,219,623 9,751,181

資産合計 24,177,227 22,166,874
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,176,307 6,368,099

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 60,796 44,790

前受金 268,596 761,839

賞与引当金 823,796 376,984

その他 1,215,385 1,482,629

流動負債合計 11,044,883 9,034,342

固定負債   

長期借入金 － 500,000

退職給付引当金 6,009,087 5,529,225

役員退職慰労引当金 73,886 73,886

リース債務 1,484,513 1,487,370

その他 41,366 37,260

固定負債合計 7,608,853 7,627,742

負債合計 18,653,736 16,662,085

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 4,044,451

自己株式 △288,575 △288,969

株主資本合計 5,973,901 5,915,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △450,410 △410,661

評価・換算差額等合計 △450,410 △410,661

純資産合計 5,523,490 5,504,788

負債純資産合計 24,177,227 22,166,874

扶桑電通株式会社(7505)平成24年９月期 第３四半期決算短信(非連結)

- 5 -



（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 29,363,059 28,970,386

売上原価 24,676,213 23,715,570

売上総利益 4,686,845 5,254,816

販売費及び一般管理費 4,797,373 4,767,591

営業利益又は営業損失（△） △110,527 487,224

営業外収益   

受取利息 2,898 919

受取配当金 18,834 28,576

仕入割引 8,804 7,970

貸倒引当金戻入額 － 7,209

その他 32,720 36,589

営業外収益合計 63,258 81,266

営業外費用   

支払利息 37,952 38,231

投資有価証券評価損 2,451 －

その他 10,675 4,795

営業外費用合計 51,080 43,026

経常利益又は経常損失（△） △98,349 525,464

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 3,910 －

ゴルフ会員権売却益 － 3,400

特別利益合計 19,834 3,410

特別損失   

投資有価証券評価損 242,780 2,556

固定資産売却損 － 989

固定資産除却損 9,482 1,495

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 －

災害による損失 8,556 －

特別損失合計 286,132 5,040

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △364,647 523,833

法人税、住民税及び事業税 36,239 35,358

法人税等調整額 △136,404 452,189

法人税等合計 △100,165 487,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） △264,482 36,285
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該当事項はありません。 

  

 (セグメント情報) 

前第３四半期累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日)及び当第３四半期累計期間(自

平成23年10月１日 至 平成24年６月30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。 

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(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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