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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30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2四半期 7,946 52.8 717 61.0 564 25.3 562 241.3
23年12月期第2四半期 5,201 2.6 445 △66.2 450 △66.9 164 △72.8

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 594百万円 （212.2％） 23年12月期第2四半期 190百万円 （―％）

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2四半期 6,494.65 ―
23年12月期第2四半期 1,902.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 20,869 5,183 24.7
23年12月期 19,861 4,670 23.4
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  5,145百万円 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 ― 500.00
24年12月期（予想） ― 500.00 1,000.00

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、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  ：  有   

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 13,500 40.7 850 ― 700 ― 3,000 ― 34,659.64

kmaejima
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(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きの対象外であり、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き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。 

※  注記事項

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2Q 96,575 株 23年12月期 96,575 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 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2Q 86,556 株 23年12月期2Q 86,556 株
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当第２四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需要を背景に、景気の回復基

調が見られたものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然として高く、世界景気の減速感が広がり

を見せ、それらが国内の景気を下押しするリスクとして存在し、予断を許さない状況が続きました。 

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、営業利益

ともに前年同四半期を上回りました。 

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。また、平成24年３月27日にプラネックスコンサルティング株式会社を取得したことにより、金

融システム事業を本格的に稼動させ既存の事業と連携させることで、より効率的に利益を創出する体制

を構築してまいりました。この結果、売上高、営業利益ともに前年同四半期を上回りました。 

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ました。また、東

南アジアを中心とした海外市場での事業展開が好調に推移し、売上高、営業利益ともに前年同四半期を

上回りました。 

以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高7,946,922千円（前年同四

半期比52.8％増）、営業利益717,353千円（前年同四半期比61.0％増）、経常利益564,475千円（前年同

四半期比25.2％増）、四半期純利益562,150千円（前年同四半期比241.4％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4,654,378千円（前年同四半期比94.6％増）、営業利益は340,177千円

（前年同四半期比191.1％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1,696,955千円（前年同四半期比11.9％増）、営業利益は215,715千円

（前年同四半期比11.4％増）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1,595,588千円（前年同四半期比23.4％増）、営業利益は48,408千円

（前年同四半期比303.0％増）となりました。 

  

 資産、負債、純資産の状況 

(資産） 

当第２四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度末比1,007,536千円増の20,869,337千

円であります。これは主に売掛金、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２四半期連結累計期間における負債は、前連結会計年度末比494,272千円増の15,685,921千円と

なりました。これは主に買掛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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(純資産） 

当第２四半期連結累計期間における純資産は、前連結会計年度末比513,263千円増の5,183,416千円と

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。 

  

近の業績動向を踏まえ、本日付けで平成24年12月期通期の業績予想を修正しております。詳細につ

きましては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（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

全株式を取得したことにより、当第２四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）  

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(注記事項)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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,187,898 2,868,322

売掛金 728,632 1,127,349

有価証券 24,688 27,976

商品及び製品 746,313 1,345,892

仕掛品 184,338 21,666

原材料及び貯蔵品 3,960 5,935

繰延税金資産 226,859 227,290

外国為替等取引顧客区分管理信託 10,146,000 10,056,000

外国為替等取引差入担保金 635,653 627,346

外国為替等保証金取引評価勘定 2,492,675 1,926,560

その他 1,056,674 892,556

貸倒引当金 △12,325 △9,910

流動資産合計 18,421,368 19,116,985

固定資産

有形固定資産

建物 215,200 278,898

減価償却累計額 △49,549 △17,887

建物（純額） 165,650 261,011

車両運搬具 11,604 14,187

減価償却累計額 △10,838 △2,819

車両運搬具（純額） 765 11,368

工具、器具及び備品 571,118 841,255

減価償却累計額 △424,323 △735,876

工具、器具及び備品（純額） 146,794 105,379

土地 407,979 407,979

建設仮勘定 15,000 －

有形固定資産合計 736,189 785,737

無形固定資産

のれん － 234,267

ソフトウエア 84,718 54,237

その他 2,234 2,234

無形固定資産合計 86,953 290,739

投資その他の資産

投資有価証券 395,122 374,162

繰延税金資産 42,664 188,781

その他 269,649 220,735

貸倒引当金 △90,145 △107,803

投資その他の資産合計 617,290 675,875

固定資産合計 1,440,433 1,752,352

資産合計 19,861,801 20,869,337
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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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 916,285 1,964,080

短期借入金 60,000 －

1年内返済予定の長期借入金 188,696 141,196

1年内償還予定の社債 66,800 66,800

未払金 353,836 292,261

未払法人税等 9,534 57,924

賞与引当金 5,388 6,442

返品調整引当金 285 467

外国為替等保証金取引預り保証金 12,394,945 11,822,996

オプション負債 32,300 －

資産除去債務 18,000 －

その他 416,912 769,910

流動負債合計 14,462,984 15,122,079

固定負債

社債 99,800 66,400

長期借入金 538,148 417,736

繰延税金負債 73,595 72,399

関係会社整理損失引当金 10,328 －

負ののれん 6,792 －

資産除去債務 － 7,306

固定負債合計 728,664 563,842

負債合計 15,191,648 15,685,921

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 2,225,873

自己株式 △377,558 △377,558

株主資本合計 4,793,206 5,268,835

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 △15,737

繰延ヘッジ損益 △32,300 －

為替換算調整勘定 △98,884 △107,433

その他の包括利益累計額合計 △150,487 △123,170

少数株主持分 27,432 37,751

純資産合計 4,670,152 5,183,416

負債純資産合計 19,861,801 20,869,337
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高

商品及び製品売上高 3,684,395 6,662,917

金融収益 1,517,037 1,284,004

売上高合計 5,201,433 7,946,922

売上原価 3,201,522 5,631,867

売上総利益 1,999,910 2,315,054

返品調整引当金繰入額 157 467

返品調整引当金戻入額 3,497 285

差引売上総利益 2,003,251 2,314,872

販売費及び一般管理費

役員報酬 110,086 98,710

給料及び賞与 246,889 262,623

広告宣伝費 311,792 394,037

運賃 36,280 28,128

賞与引当金繰入額 5,592 6,442

貸倒引当金繰入額 － 15,139

業務委託費 129,891 145,146

研究開発費 933 265

その他 716,096 647,024

販売費及び一般管理費合計 1,557,561 1,597,519

営業利益 445,689 717,353

営業外収益

受取利息及び配当金 6,105 9,190

為替差益 28,726 －

雑収入 16,563 14,850

営業外収益合計 51,395 24,041

営業外費用

支払利息 4,998 7,296

社債発行費 3,017 －

貸倒引当金繰入額 3,391 －

持分法による投資損失 26,571 －

為替差損 － 160,924

雑損失 8,469 8,697

営業外費用合計 46,448 176,918

経常利益 450,636 564,475
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,514 －

関係会社清算益 － 12,962

違約金収入 7,500 －

特別利益合計 9,014 12,962

特別損失

固定資産除却損 － 12,485

投資有価証券評価損 － 17,572

投資有価証券売却損 1,214 －

役員退職慰労金 70,000 －

和解金 11,055 －

損害補償損失 21,085 －

減損損失 16,561 21,893

その他 2,146 8,858

特別損失合計 122,062 60,810

税金等調整前四半期純利益 337,588 516,627

法人税、住民税及び事業税 134,344 52,440

法人税等調整額 34,953 △103,267

法人税等合計 169,297 △50,827

少数株主損益調整前四半期純利益 168,290 567,455

少数株主利益 3,604 5,304

四半期純利益 164,686 562,150
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 168,290 567,455

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,021 3,564

繰延ヘッジ損益 22,650 32,300

為替換算調整勘定 △7,472 △8,548

その他の包括利益合計 22,200 27,316

四半期包括利益 190,491 594,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194,095 600,075

少数株主に係る四半期包括利益 3,604 5,304
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該当事項はありません。  

  

  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30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。  

（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

4,654,378 1,696,955 1,595,588 7,946,922 - 7,946,922

  セグメント間の内
部売上高又は振替高

48,030 600 19,189 67,820 35,203 103,023

計 4,702,408 1,697,555 1,614,778 8,014,742 35,203 8,049,946

セグメント利益又は
損失（△）

340,177 215,715 48,408 604,301 △2,050 602,251

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 604,301

「その他」の区分の利益 △2,050

セグメント間取引消去 △422

のれんの償却額 △16,985

報告セグメントに配分していない損益（注） 117,581

その他の調整額 14,928

四半期連結損益計算書の営業利益 717,353

（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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