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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 10,558 3.4 175 △20.7 178 △20.4 92 △44.5
23年3月期第2四半期 10,207 △3.1 221 △13.8 224 △14.5 167 9.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 92百万円 （△45.9％） 23年3月期第2四半期 170百万円 （17.6％）

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3月期第2四半期 3,137.93 3,137.18
23年3月期第2四半期 5,657.44 5,655.33

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 4,922 2,554 51.9 86,455.11
23年3月期 4,842 2,505 51.7 84,801.34
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,554百万円 23年3月期  2,505百万円

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3月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  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 21,000 1.7 350 △12.4 352 △20.8 194 △37.5 6,565.81



(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
四半期報告書のレビュー手続き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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「（3）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 ―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   ：  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3月期2Q 30,972 株 23年3月期 30,972 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,425 株 23年3月期 1,425 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 29,547 株 23年3月期2Q 29,547 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①全般的概況 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）における我が国の経済は、東日本大

震災からの復旧・復興が徐々に進んではいるものの、震災前の水準までは回復せず、雇用情勢、個人消費は依然と

して低迷し、更に歴史的な円高を背景にして、輸出産業を中心に生産拠点等の海外移転による国内産業空洞化の懸

念が増大するなど、厳しい状況が続いております。 

 このような経済情勢の中、当社グループは、モバイル事業、オフィスサプライ事業、ＩＴ事業、その他事業の各

事業において、既存事業の販路拡大に努め堅調に推移したものの、水宅配事業におきましては、東日本大震災の影

響から「ウォーターサーバー」の供給の遅れが予測を上回り、新規顧客獲得に支障が生じ投資に遅れが発生しまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高105億58百万円（前年同四半期比

3.4%増）、営業利益１億75百万円（前年同四半期比20.7%減）、経常利益１億78百万円（前年同四半期比20.4%減）

となり、四半期純利益92百万円（前年同四半期比44.5%減）となりました。 

  

②セグメント情報  

 ＜モバイル事業＞ 

 モバイル事業におきましては、社団法人電気通信事業者協会推計による当第２四半期連結累計期間における

携帯電話加入契約数は、平成23年９月末で１億2,312万件と、平成23年３月末より約359万件増加しました。キ

ャリア別純増数では、平成23年３月末よりＮＴＴドコモ約98万件（純増シェア27.4%）、ａｕ約65万件（純増シ

ェア18.4%）、ソフトバンク約148万件（純増シェア41.5%）、イー・モバイル約46万件（純増シェア12.8%）と

なりました。 

 このような中、販売台数の増加を主目的として、引き続き高いシェアを占める関東圏に注力し、積極的に新

規出店に努めると共に、将来の安定収益の確保および売れ筋端末の確保のため、販売店支援に注力してまいり

ました。 

 また、当社系列の携帯電話販売店舗のブランドを一つに結集し、スケール感をもってブランドの拡大を図る

ため、新たな店舗ブランド「モバワン」を誕生させ、看板の統一化および新規出店を進めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は74億67百万円（前年同四半期比12.5%増）、営業利益１億45

百万円（前年同四半期比3.8%減）となりました。 

  

 ＜オフィスサプライ事業＞ 

 オフィスサプライ事業におきましては、依然として引き続き企業のコスト節減意識は高く、オフィス文具用

品の買い控え等の影響を受け、厳しい状況が続いている中、更に東日本大震災の影響を受け、東日本エリア

（北海道・東北・関東）の「獲得件数」および「稼働顧客数」の減少を予想しておりましたが、必要な商品を

適時に購入・調達することが可能なインターネットショッピングの強みが再確認されたことから、予想に反し

て需要の落ち込みは僅少に留まりました。  

 また、前年に引き続き当社保有のコールセンターの活用により、「カウネット」の新規顧客の獲得と既存顧

客への継続利用の促進に注力してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億９百万円（前年同四半期比1.0%減）、営業利益52百万

円（前年同四半期比2.8%減）となりました。 

  

 ＜ＩＴ事業＞ 

 ＩＴ事業におきましては、既存顧客への業務の 適化を押し進め、安定的な収益を確保する体制に移行しま

した。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は34百万円（前年同四半期比36.6%減）、営業利益13百万円

（前年同四半期比63.9%増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 ＜水宅配事業＞ 

 水宅配事業におきましては、当社保有のコールセンターを活用し、これまで培ったアウトバウンドコールの

ノウハウを生かし、積極的な顧客獲得を進める予定でおりましたが、東日本大震災の影響により予想以上に

「ウォーターサーバー」の供給が遅れ、新規顧客の獲得に支障が生じました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は34百万円（前年同四半期比58.0%増）、営業損失25百万円

（前年同四半期は営業損失６百万円）となりました。 

  

 ＜その他事業＞ 

 その他事業におきましては、コスメティクス販売事業の今後の積極的な広告宣伝に向け、販路の開拓、新商

品の開発に注力してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14百万円（前年同四半期比68.9%減）、営業損失８百万円

（前年同四半期は営業利益４百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は49億22百万円で、前連結会計年度末に比べ80百万円の増加となりまし

た。主な増加は、現金及び預金の増加１億22百万円等であります。 

 負債は23億68百万円で、前連結会計年度末に比べ31百万円の増加となりました。主な増加は、長期借入金の増

加１億21百万円等であり、主な減少は、未払法人税等の減少69百万円等であります。 

 純資産は25億54百万円で、前連結会計年度末に比べ48百万円の増加となりました。主な増加は、四半期純利益

の計上による利益剰余金の増加92百万円等であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日の平成23年３月期決算発表時に公表をいたしました平成24年３月期の連結業績予想（平成23年

４月１日から平成24年３月31日まで）を修正しております。 

 詳細については、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 904,159 1,027,119

受取手形及び売掛金 1,114,298 1,017,866

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 712,144 825,504

その他 521,903 525,725

貸倒引当金 △4,980 △4,630

流動資産合計 3,347,525 3,491,585

固定資産   

有形固定資産 108,358 144,901

無形固定資産   

のれん 415,286 411,554

その他 3,498 3,320

無形固定資産合計 418,785 414,874

投資その他の資産   

差入保証金 641,871 653,888

その他 365,421 257,121

貸倒引当金 △39,694 △39,721

投資その他の資産合計 967,597 871,288

固定資産合計 1,494,741 1,431,064

資産合計 4,842,267 4,922,649

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,133,546 1,097,746

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 62,000 90,648

未払法人税等 156,753 87,697

その他 362,293 351,186

流動負債合計 2,214,593 2,127,278

固定負債   

長期借入金 46,000 167,352

その他 76,047 73,530

固定負債合計 122,047 240,882

負債合計 2,336,641 2,368,160
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 527,753 527,753

資本剰余金 487,355 487,355

利益剰余金 1,742,558 1,790,954

自己株式 △250,763 △250,763

株主資本合計 2,506,903 2,555,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,278 △810

その他の包括利益累計額合計 △1,278 △810

純資産合計 2,505,625 2,554,489

負債純資産合計 4,842,267 4,922,649
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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) 

売上高 10,207,458 10,558,351

売上原価 8,904,679 9,338,173

売上総利益 1,302,778 1,220,177

販売費及び一般管理費 1,081,337 1,044,612

営業利益 221,440 175,565

営業外収益   

受取利息 2,249 2,262

受取手数料 1,145 1,759

助成金収入 3,766 2,131

債務勘定整理益 1,950 －

還付加算金 391 27

その他 871 936

営業外収益合計 10,375 7,116

営業外費用   

支払利息 6,902 3,809

その他 119 34

営業外費用合計 7,021 3,844

経常利益 224,795 178,837

特別利益   

事業譲渡益 88,000 22,278

受取和解金 24,000 －

特別利益合計 112,000 22,278

特別損失   

減損損失 － 3,947

固定資産除却損 791 6,873

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,519 －

特別損失合計 9,310 10,821

税金等調整前四半期純利益 327,484 190,293

法人税、住民税及び事業税 138,773 86,573

法人税等調整額 18,211 12,003

法人税等合計 156,985 98,577

少数株主損益調整前四半期純利益 170,499 91,716

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,339 △1,000

四半期純利益 167,160 92,716
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 170,499 91,716

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 47 468

その他の包括利益合計 47 468

四半期包括利益 170,547 92,184

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 167,207 93,184

少数株主に係る四半期包括利益 3,339 △1,000
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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) 

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 327,484 190,293

減価償却費 15,943 13,113

のれん償却額 55,909 83,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,028 △324

引当金の増減額（△は減少） 4,500 －

受取利息及び受取配当金 △2,250 △2,262

支払利息 6,902 3,809

固定資産除却損 791 6,873

事業譲渡損益（△は益） △88,000 △22,278

和解金 △24,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,519 －

売上債権の増減額（△は増加） 207,678 96,366

たな卸資産の増減額（△は増加） 139,028 △119,871

仕入債務の増減額（△は減少） △296,645 △35,800

その他 30,346 △18,592

小計 387,237 194,373

利息及び配当金の受取額 1,778 2,596

利息の支払額 △6,803 △4,083

和解金の受取額 8,339 819

法人税等の支払額 △163,763 △155,703

法人税等の還付額 7,409 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 234,198 38,001

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30,864 △53,539

有形固定資産の売却による収入 7,900 2

事業譲受による支出 △75,000 △80,000

事業譲渡による収入 50,000 11,500

投資有価証券の取得による支出 △101,100 －

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

定期預金の預入による支出 △5,000 －

定期預金の払戻による収入 5,000 －

差入保証金の差入による支出 △36,049 －

差入保証金の回収による収入 7,752 －

その他 △840 1,656

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,201 △20,380
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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) 

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） 50,000 －

長期借入れによる収入 80,886 200,000

長期借入金の返済による支出 △109,554 △50,000

株式の発行による収入 150 －

配当金の支払額 △42,592 △44,104

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による
収入

－ 1,000

リース債務の返済による支出 △1,531 △1,556

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,641 105,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,355 122,960

現金及び現金同等物の期首残高 1,443,081 1,004,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,476,436 1,127,119
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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）１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しておりま

す。  

Ⅱ 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） 

 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）１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しておりま

す。  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  当社グループは、従来、「モバイル事業」、「オフィスサプライ事業」、「ＩＴ事業」、「人材事業」、

 「その他事業」の５つを報告セグメントとしておりましたが、第１四半期連結累計期間より、「モバイル 

 事業」、「オフィスサプライ事業」、「ＩＴ事業」、「水宅配事業」、「その他事業」の５つに変更してお

 ります。この変更は、人材事業を営むアルファテクノロジー㈱の株式を売却し、前連結会計年度より同社が

 連結の範囲から除外されたことによるものと、「水宅配事業」について、同事業セグメントの重要性が増し

 たことから、第１四半期連結累計期間より、「水宅配事業」を新たな報告セグメントとしたことによるも 

 のであります。 

  前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更後の区分表示により作成した報告セグメン

 トごとの売上高及びセグメント利益又は損失の金額に関する情報は、以下の通りであります。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

   

報告セグメント 

調整額 
（千円） 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（千円） 
（注）２ 

モバイル 
事業 

（千円） 

オフィス
サプライ 
事業 

（千円） 

ＩＴ
事業 

（千円） 

人材事業
（千円） 

その他
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高                                           

  外部顧客への 

売上高 
 6,635,889 3,037,186 54,068 412,244 68,068  10,207,458  － 10,207,458

  セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高 

 288 1,968 － － －  2,256 (2,256) －

計  6,636,177 3,039,154 54,068 412,244 68,068  10,209,714 (2,256) 10,207,458

セグメント利益 

又は損失（△） 
 150,760 53,905 7,938 10,796 △1,959  221,440  － 221,440

   

報告セグメント 

調整額 
（千円） 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（千円） 
（注）２

モバイル 
事業 

（千円） 

オフィス 
サプライ 
事業 

（千円） 

ＩＴ
事業 

（千円） 

水宅配 
事業  

（千円）

その他
事業 

（千円） 

計
（千円） 

売上高                                           

  外部顧客への 

売上高 
 7,467,571 3,008,036 34,288 34,032 14,420  10,558,351  － 10,558,351

  セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高 

 318 1,414 － － 36  1,769 (1,769) －

計  7,467,890  3,009,451  34,288 34,032  14,456  10,560,120 (1,769) 10,558,351

セグメント利益 

又は損失（△） 
 145,015 52,397 13,007 △25,855 △8,999  175,565  － 175,565
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（注）１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しておりま

     す。  

 該当事項はありません。  

  

    該当事項はありません。 

   

報告セグメント 

調整額 
（千円）
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（千円） 
（注）２ 

モバイル
事業 

（千円） 

オフィス 
サプライ 
事業 

（千円） 

ＩＴ
事業 

（千円） 

人材事業
（千円） 

水宅配 
事業 

（千円） 

その他
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高                                                 

  外部顧客への 

  売上高 
 6,635,889  3,037,186 54,068 412,244 21,540 46,527  10,207,458  － 10,207,458

  セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高 

 288  1,968 － － － －  2,256 (2,256) －

計  6,636,177  3,039,154 54,068 412,244 21,540 46,527  10,209,714 (2,256) 10,207,458

セグメント利益 

又は損失（△） 
 150,760  53,905 7,938 10,796 △6,110 4,150    221,440  －  221,440

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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