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1.  平成25年9月期第3四半期の業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第3四半期 30,770 9.1 952 114.8 930 239.5 566 ―
24年9月期第3四半期 28,210 △2.2 443 ― 274 ― △215 ―

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3四半期 75.25 ―
24年9月期第3四半期 △27.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第3四半期 21,330 5,523 25.9
24年9月期 21,694 4,852 22.4
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  5,523百万円 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  ：  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 40,500 6.2 900 50.5 910 241.7 650 ― 86.37



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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3Q 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3Q 1,510,095 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3Q 7,526,002 株 24年9月期3Q 7,861,780 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、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２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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政権交代に伴う経済政策への期待感から、円安、株価

の回復など改善の動きが見られたものの、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっ

ており、先行きは楽観できない状況であります。 

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、大

手企業向けネットワーク関連ビジネスや、公共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システム開発などが堅調に推移したもの

の、電子機器販売の伸び悩みなどにより前年同四半期に比べ売上高は微減いたしました。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ＬＣ

Ｍサービスの拡販につとめた結果、ソフトウェア保守サービスが好調に推移したことから前年同四半期

に比べ売上高は伸長いたしました。 

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、受注高30,460百万円(前年同四半期比103.0％)、売上高

30,770百万円(前年同四半期比109.1％)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952百万円(前年同四半期比214.8％)、経常利益930百万円(前

年同四半期比339.5％)、四半期純利益566百万円(前年同四半期純損失215百万円)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14,474百万円(前年同四半期比116.5％)、電子

機器部門7,228百万円(前年同四半期比98.9％)、ＯＡ機器部門3,500百万円(前年同四半期比108.5％)、保

守部門5,566百万円(前年同四半期比105.9％)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363百万円減少し21,330百万円となり

ました。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ1,035百万円減少し15,806百万円となりました。主な減少理

由といたしましては、支払手形及び買掛金が636百万円、退職給付引当金が545百万円それぞれ減少した

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671百万円増加し、5,523百万円となりました。主な増加

理由といたしましては、利益剰余金が476百万円増加したことなどによるものです。 

  

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。 

  

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。 

  

 (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３四半期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) 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３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,891,278 2,255,094

受取手形及び売掛金 7,195,548 4,756,837

有価証券 － 3,000,079

商品 55,911 101,991

仕掛品 2,266,412 1,982,388

繰延税金資産 380,935 224,759

その他 495,410 574,973

貸倒引当金 △158,528 △26,389

流動資産合計 12,126,968 12,869,735

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,164,155 1,167,319

減価償却累計額 △716,226 △739,248

建物及び構築物（純額） 447,929 428,070

土地 189,993 189,993

その他 1,639,640 1,626,115

減価償却累計額 △706,729 △786,433

その他（純額） 932,910 839,682

有形固定資産合計 1,570,833 1,457,746

無形固定資産   

ソフトウエア 75,195 63,521

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 97,327 85,652

投資その他の資産   

投資有価証券 4,564,928 3,877,746

リース投資資産 644,665 778,698

差入保証金 414,886 403,415

繰延税金資産 2,253,457 1,801,363

その他 671,993 938,921

貸倒引当金 △650,916 △882,827

投資その他の資産合計 7,899,013 6,917,317

固定資産合計 9,567,174 8,460,717

資産合計 21,694,142 21,330,452
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,732,739 6,096,206

未払法人税等 66,147 51,323

前受金 416,808 513,296

賞与引当金 834,441 365,077

その他 1,324,972 1,840,677

流動負債合計 9,375,109 8,866,580

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 5,426,538 4,881,221

役員退職慰労引当金 73,886 60,850

リース債務 1,430,369 1,467,183

その他 35,892 30,786

固定負債合計 7,466,686 6,940,041

負債合計 16,841,796 15,806,622

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 3,884,466

自己株式 △289,251 △512,277

株主資本合計 5,279,139 5,532,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △426,792 △8,327

評価・換算差額等合計 △426,792 △8,327

純資産合計 4,852,346 5,523,829

負債純資産合計 21,694,142 21,330,452
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（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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 28,210,306 30,770,148

売上原価 22,999,130 25,079,371

売上総利益 5,211,176 5,690,776

販売費及び一般管理費 4,767,591 4,737,801

営業利益 443,584 952,975

営業外収益   

受取利息 919 860

受取配当金 28,576 38,560

仕入割引 7,970 5,090

貸倒引当金戻入額 7,209 855

その他 57,414 57,689

営業外収益合計 102,091 103,056

営業外費用   

支払利息 38,231 35,748

貸倒引当金繰入額 228,580 74,105

その他 4,795 15,739

営業外費用合計 271,607 125,593

経常利益 274,067 930,438

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   

投資有価証券評価損 2,556 －

固定資産売却損 989 －

固定資産除却損 1,495 457

特別損失合計 5,040 457

税引前四半期純利益 272,437 1,007,578

法人税、住民税及び事業税 35,358 50,921

法人税等調整額 452,189 390,294

法人税等合計 487,548 441,216

四半期純利益又は四半期純損失（△） △215,111 566,362
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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23年10月１日 至 平成24年６月30日)及び当第３四半期累計期間(自

平成24年10月１日 至 平成25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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