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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 38,167 68.4 1,201 52.2 1,205 68.4 871 △6.2
24年3月期第2四半期 22,666 19.2 789 3.1 715 2.3 928 101.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 868百万円 （△3.5％） 24年3月期第2四半期 899百万円 （78.8％）

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

25年3月期第2四半期 1,870.11 1,855.77
24年3月期第2四半期 1,993.70 1,979.25

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 24,573 5,962 22.7
24年3月期 26,584 5,283 17.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,574百万円 24年3月期  4,751百万円

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  
当期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3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  ：  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 80,000 19.6 2,300 6.8 2,000 2.3 1,800 5.6 3,862.26



(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、金融商品取引方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は終了しておりません。 

※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
２「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 ―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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 466,291 株 24年3月期 466,049 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 466,160 株 24年3月期2Q 465,936 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、震災復興内需の継続や自動車に対する需要刺激策

などの政策効果により緩やかな持ち直し基調で推移しましたが、円高水準の継続や欧州における財政問

題の長期化、新興諸国の景気減速などの影響を受けて先行きの不透明感が深まり依然として厳しい状況

が続いております。 

このような状況のもと、当社グループでは前期に実施したＭ＆Ａによる販売組織の再編、管理組織の

統合をすすめるなど、西日本 大の情報通信ディストリビューターへの取り組みに邁進してまいりまし

た。 

その結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は前年同四半期比15,501百万円増の

38,167百万円となりました。また、営業利益は前年同四半期比412百万円増の1,201百万円、経常利益は

前年同四半期比489百万円増の1,205百万円、四半期純利益は前年同四半期比57百万円減の871百万円と

なりました。 

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

主力商材の携帯電話販売におきましては、引き続きスマートフォン需要に対応した販売体制の強化に

より買い替え需要への対応を行うとともに、店舗の統廃合などの生産性の向上にも取り組みました。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比14,480百万円増の32,438百万円、営業利益は前年同四

半期比296百万円増の874百万円となりました。 

  

法人ソリューションにおきましては、法人向けの携帯電話・スマートフォン提案によるソリューショ

ン販売が引き続き順調に推移いたしました。また、ＯＡ機器の販売や自社開発の附帯サービスの拡販に

注力いたしました。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比1,005百万円増の5,671百万円、営業利益は前年同四半

期比141百万円増の390百万円となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ2,011百万円減少し、24,573百万円となりました。総資産が減少

した主な要因は、売掛金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ2,689百万円減少し、18,611百万円となりました。負債が減少した

主な要因は、買掛金の減少および借入金の返済によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ678百万円増加し、5,962百万円となりました。純資産が増加した

主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成24年５月17日に公表いたしま

した通期の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）連結経営成績に関する定性的情報

〔情報インフラ事業〕

〔法人ソリューション事業〕

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,429,653 3,061,294

売掛金 11,401,692 8,593,576

商品及び製品 3,167,617 3,015,262

販売用不動産 717,504 677,505

繰延税金資産 583,000 583,000

その他 1,287,176 1,674,789

貸倒引当金 △24,586 △27,300

流動資産合計 19,562,058 17,578,128

固定資産   

有形固定資産 1,695,724 1,596,718

無形固定資産   

のれん 2,103,813 2,471,587

ソフトウエア 89,073 79,692

その他 13,704 14,080

無形固定資産合計 2,206,592 2,565,360

投資その他の資産   

投資有価証券 933,731 824,994

差入保証金 1,885,586 1,771,962

長期滞留債権 955,870 899,765

その他 300,315 230,345

貸倒引当金 △955,323 △893,749

投資その他の資産合計 3,120,181 2,833,319

固定資産合計 7,022,497 6,995,398

資産合計 26,584,556 24,573,526

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,676,496 6,859,739

短期借入金 1,100,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,630,815 1,623,903

1年内償還予定の社債 249,100 34,100

未払金 2,893,512 3,485,250

未払法人税等 198,322 144,035

解約調整引当金 34,689 34,856

賞与引当金 211,690 221,406

その他 1,093,456 1,108,657

流動負債合計 16,088,083 15,511,950
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 4,408,398 2,530,708

社債 364,450 347,400

繰延税金負債 3,018 2,985

偶発損失引当金 11,860 1,644

負ののれん 6,481 －

その他 418,433 216,791

固定負債合計 5,212,643 3,099,528

負債合計 21,300,726 18,611,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,456 1,251,440

資本剰余金 1,000,345 1,001,329

利益剰余金 2,463,729 3,307,535

株主資本合計 4,714,532 5,560,306

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 36,573 14,553

その他の包括利益累計額合計 36,573 14,553

新株予約権 21,215 24,640

少数株主持分 511,508 362,547

純資産合計 5,283,829 5,962,047

負債純資産合計 26,584,556 24,573,526
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 22,666,187 38,167,853

売上原価 17,567,940 30,498,698

売上総利益 5,098,247 7,669,154

販売費及び一般管理費 4,308,567 6,467,318

営業利益 789,679 1,201,835

営業外収益   

受取利息 8,261 8,861

負ののれん償却額 19,445 6,481

助成金収入 17,534 4,824

貸倒引当金戻入額 － 55,456

償却債権取立益 － 6,860

その他 22,711 20,787

営業外収益合計 67,953 103,273

営業外費用   

支払利息 68,015 70,637

支払手数料 5,303 7,610

持分法による投資損失 47,811 16,435

その他 20,841 5,106

営業外費用合計 141,972 99,789

経常利益 715,660 1,205,318

特別利益   

固定資産売却益 11 312

投資有価証券売却益 1,631 11,210

関係会社株式売却益 61,148 －

持分変動利益 168,133 －

特別利益合計 230,925 11,523

特別損失   

固定資産除却損 15,355 60,750

投資有価証券評価損 753 29,238

特別損失合計 16,109 89,988

税金等調整前四半期純利益 930,475 1,126,853

法人税、住民税及び事業税 16,308 235,229

法人税等調整額 － －

法人税等合計 16,308 235,229

少数株主損益調整前四半期純利益 914,166 891,623

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,768 19,854

四半期純利益 928,935 871,769
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 914,166 891,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,436 △22,986

その他の包括利益合計 △14,436 △22,986

四半期包括利益 899,730 868,637

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 916,900 849,841

少数株主に係る四半期包括利益 △17,169 18,795
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 930,475 1,126,853

減価償却費 137,181 250,517

のれん償却額 128,779 186,833

負ののれん償却額 △19,445 △6,481

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,809 △67,150

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,600 9,716

解約調整引当金の増減額（△は減少） △11,619 232

受取利息及び受取配当金 △14,744 △10,064

支払利息 68,015 70,637

持分法による投資損益（△は益） 47,811 16,435

固定資産売却損益（△は益） △11 △312

投資有価証券売却損益（△は益） △1,631 △11,210

関係会社株式売却損益（△は益） △61,148 －

持分変動損益（△は益） △168,133 －

固定資産除却損 15,355 60,750

投資有価証券評価損益（△は益） 753 29,238

売上債権の増減額（△は増加） 1,599,834 2,475,575

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,722 283,793

仕入債務の増減額（△は減少） △1,308,955 △1,830,895

未払金の増減額（△は減少） △278,963 △37,758

その他 △142,130 △715,081

小計 836,111 1,831,629

利息及び配当金の受取額 9,833 10,016

利息の支払額 △69,972 △70,965

法人税等の支払額 △256,701 △75,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 519,271 1,695,403

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △384,559 △553,855

有形固定資産の売却による収入 164,818 242,000

投資有価証券の取得による支出 △761,400 －

投資有価証券の売却による収入 5,717 51,553

差入保証金の差入による支出 △37,049 △54,829

差入保証金の回収による収入 62,514 150,498

貸付けによる支出 － △10,028

貸付金の回収による収入 43,316 131,265

子会社株式の取得による支出 － △244,800

子会社株式の売却による収入 48,400 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△130,601 △414,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

11,173 －

その他 － 82,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △977,672 △619,983
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 643,000 900,000

長期借入れによる収入 100,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △1,111,955 △2,827,268

社債の償還による支出 △122,600 △232,050

セールアンド割賦バック取引による収入 － 1,125,341

配当金の支払額 △22,975 △27,667

その他 △7,969 △1,134

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,500 △362,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △980,901 712,640

現金及び現金同等物の期首残高 3,281,999 2,348,653

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,098 3,061,294
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

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４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 27,962 60 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

（６）重要な後発事象
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