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1.  平成25年9月期第2四半期の業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第2四半期 24,765 14.3 1,486 73.9 1,441 76.5 1,085 160.2
24年9月期第2四半期 21,669 0.1 854 170.9 816 182.4 417 ―

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9月期第2四半期 141.50 ―
24年9月期第2四半期 53.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 26,586 6,060 22.8
24年9月期 21,694 4,852 22.4
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  6,060百万円 24年9月期  4,852百万円

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

24年9月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年9月期 ― 6.00
25年9月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25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  ：  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 40,500 6.2 900 50.5 910 241.7 650 ― 84.75



(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   ：  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9月期2Q 8,701,228 株 24年9月期 8,701,228 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 1,508,628 株 24年9月期 840,844 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 7,669,307 株 24年9月期2Q 7,861,978 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、添付資
料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)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、東日本大震災からの復興需要、政権交代による経済政

策の転換への期待感から、過度な円高の修正が進んだほか、株価の上昇が進行するなど改善の動きが見

られました。しかしながら、その一方で原材料価格の上昇や欧州経済の停滞、新興国の景気減速なども

あり、景気の先行きに対する不透明感は依然として続いております。 

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。特に東北地方においては、東日本大震災の復興支援計画に即した

復興支援としての通信インフラ関連ビジネスに邁進するとともに、関西圏においては法改正、内部情報

システム構築などの自治体ビジネスを拡大してまいりました。 

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、大

手企業向けネットワーク関連ビジネスや、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

スなどが好調に推移したことにより前年同四半期に比べ売上高は大幅に伸長いたしました。ソリューシ

ョンにおいては、公共関連ビジネスとしての自治体向け総合行政システムや、民需関連ビジネスとして

のヘルスケアビジネスなどが好調に推移したことにより、前年同四半期に比べ売上高は堅調に推移いた

しました。ＯＡ機器においては、大手企業向けの物品販売などが好調に推移したことから前年同四半期

に比べ売上高は大幅に伸長いたしました。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、更なるアウトソーシングサービスの拡販につとめるとともに、従来から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た結果、前年同四半期に比べ売上高は伸長い

たしました。 

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20,841百万円(前年同四半

期比100.4％)、売上高24,765百万円(前年同四半期比114.3％)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1,486百万円(前年同四半期比

173.9％)、経常利益1,441百万円(前年同四半期比176.5％)、四半期純利益1,085百万円(前年同四半期比

260.2％)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12,495百万円(前年同四半期比122.6％)、電子

機器部門6,010百万円(前年同四半期比103.4％)、ＯＡ機器部門2,521百万円(前年同四半期比116.0％)、

保守部門3,737百万円(前年同四半期比107.1％)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4,892百万円増加し26,586百万円とな

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5,218百万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3,684百万円増加し20,526百万円となりました。主な増加理

由といたしましては、買掛金が3,654百万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1,207百万円増加し、6,060百万円となりました。主な増

加理由といたしましては、四半期純利益の計上により利益剰余金が1,038百万円増加したことなどによる

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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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四半期末残高(以下「資金」という。)は、前

事業年度末に比べて1,751百万円増加し、3,642百万円となりました。  

  

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〕 

営業活動で得た資金は、前年同四半期と比べ1,500百万円増加し、645百万円となりました。主な要因

は、売上債権が増加したものの、税引前四半期純利益1,518百万円の計上、仕入債務の増加などによるも

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1,321百万円増加し1,378百万円となりました。主な要因

は、投資有価証券の売却による収入によるものです。 

  

 〔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221百万円増加し272百万円となりました。主な要因

は、自己株式の取得による支出によるものです。 

  

平成25年９月期の業績予想につきましては、平成25年５月15日付「平成25年９月期 第２四半期累計業

績予想数値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」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。 

  

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年10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。  

なお、これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 (3) 業績予想に関する定性的情報

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
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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24年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,891,278 3,642,963

受取手形及び売掛金 7,195,548 12,414,271

商品 55,911 123,624

仕掛品 2,266,412 951,657

繰延税金資産 380,935 395,987

その他 495,410 560,123

貸倒引当金 △158,528 △43,175

流動資産合計 12,126,968 18,045,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,164,155 1,164,976

減価償却累計額 △716,226 △731,272

建物及び構築物（純額） 447,929 433,703

土地 189,993 189,993

その他 1,639,640 1,593,043

減価償却累計額 △706,729 △741,473

その他（純額） 932,910 851,569

有形固定資産合計 1,570,833 1,475,266

無形固定資産   

ソフトウエア 75,195 68,624

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 97,327 90,756

投資その他の資産   

投資有価証券 4,564,928 3,846,596

リース投資資産 644,665 778,507

差入保証金 414,886 409,292

繰延税金資産 2,253,457 1,883,636

その他 671,993 939,785

貸倒引当金 △650,916 △883,020

投資その他の資産合計 7,899,013 6,974,798

固定資産合計 9,567,174 8,540,821

資産合計 21,694,142 26,586,273
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,732,739 10,386,832

未払法人税等 66,147 296,571

前受金 416,808 301,110

賞与引当金 834,441 818,581

その他 1,324,972 1,599,159

流動負債合計 9,375,109 13,402,256

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 5,426,538 5,033,793

役員退職慰労引当金 73,886 60,850

リース債務 1,430,369 1,496,128

その他 35,892 33,155

固定負債合計 7,466,686 7,123,928

負債合計 16,841,796 20,526,184

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 3,408,422 4,446,492

自己株式 △289,251 △511,654

株主資本合計 5,279,139 6,094,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △426,792 △34,716

評価・換算差額等合計 △426,792 △34,716

純資産合計 4,852,346 6,060,089

負債純資産合計 21,694,142 26,586,273
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（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23年10月１日 
  至 平成24年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
  至 平成25年３月31日) 

売上高 21,669,820 24,765,199

売上原価 17,608,469 20,108,936

売上総利益 4,061,351 4,656,263

販売費及び一般管理費 3,206,437 3,169,899

営業利益 854,913 1,486,363

営業外収益   

受取利息 661 552

受取配当金 23,103 17,121

仕入割引 4,614 2,982

その他 38,585 34,048

営業外収益合計 66,965 54,704

営業外費用   

支払利息 25,312 24,174

貸倒引当金繰入額 77,770 74,105

その他 2,025 1,578

営業外費用合計 105,108 99,857

経常利益 816,770 1,441,210

特別利益   

投資有価証券売却益 10 77,597

ゴルフ会員権売却益 3,400 －

特別利益合計 3,410 77,597

特別損失   

固定資産除却損 1,456 457

特別損失合計 1,456 457

税引前四半期純利益 818,723 1,518,351

法人税、住民税及び事業税 23,576 282,104

法人税等調整額 378,072 151,015

法人税等合計 401,648 433,119

四半期純利益 417,075 1,085,231
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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23年10月１日
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日
 至 平成25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 818,723 1,518,351

減価償却費 110,580 114,802

固定資産除却損 1,456 457

投資有価証券売却損益（△は益） △9 △77,597

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 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103,248 116,750

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,073 △15,859

退職給付引当金の増減額（△は減少） △356,881 △392,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △13,035

受取利息及び受取配当金 △23,764 △17,673

支払利息 25,312 24,174

売上債権の増減額（△は増加） △3,504,485 △5,334,421

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,527 1,247,042

仕入債務の増減額（△は減少） 2,265,120 3,654,092

その他 9,774 △122,016

小計 △806,336 702,321

利息及び配当金の受取額 23,949 17,759

利息の支払額 △24,862 △23,932

法人税等の還付額 3,082 3,931

法人税等の支払額 △50,820 △54,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △854,988 645,759

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 △990 △318,888

投資有価証券の売却による収入 590 1,647,320

投資有価証券の償還による収入 93,254 63,328

有形固定資産の取得による支出 △24,814 △5,341

無形固定資産の取得による支出 △12,499 △5,066

敷金の差入による支出 △6,149 △2,546

敷金の回収による収入 11,106 3,710

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 △5,437 △4,096

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,560 1,378,418
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25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 500,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 △300,000

長期借入れによる収入 500,000 －

自己株式の取得による支出 △324 △222,403

配当金の支払額 △47,384 △47,070

その他 △3,018 △3,018

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,728 △272,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △849,155 1,751,684

現金及び現金同等物の期首残高 2,428,552 1,891,278

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,579,396 3,642,963
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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23年10月１日 至 平成24年３月31日)及び当第２四半期累計期間(自

平成24年10月１日 至 平成25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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