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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 500,312 0.2 24,594 33.9 27,186 54.2 16,887 115.7
24年3月期 499,305 11.2 18,371 608.1 17,627 ― 7,828 ―

（注）包括利益 25年3月期 30,689百万円 （296.4％） 24年3月期 7,741百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 343.15 342.85 15.9 11.3 4.9
24年3月期 149.58 149.42 7.9 7.7 3.7

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  661百万円 24年3月期  △1,609百万円

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

25年3月期 251,251 123,854 46.0 2,374.66
24年3月期 231,097 106,167 42.1 1,924.65

（参考） 自己資本   25年3月期  115,687百万円 24年3月期  97,219百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 21,014 △5,393 △17,621 14,905
24年3月期 21,796 △2,458 △18,233 16,454

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 30.00 ― 40.00 70.00 3,593 46.8 3.7
25年3月期 20.00 21.00 23.00 30.00 94.00 4,597 27.4 4.4
26年3月期(予想) 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 29.2

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 225,000 0.1 13,000 11.1 13,500 16.1 8,000 48.7 164.21
通期 510,000 1.9 31,000 26.0 32,000 17.7 20,000 18.4 410.53



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度より減価償却方法の見直しを行っており、「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」に該当するもので
あります。詳細は、添付資料19ページ「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 53,349,642 株 24年3月期 58,349,642 株
② 期末自己株式数 25年3月期 4,632,131 株 24年3月期 7,837,043 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 49,211,634 株 24年3月期 52,332,124 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 20,486 9.8 10,686 5.2 15,434 16.3 13,685 82.9
24年3月期 18,666 39.5 10,158 105.2 13,274 294.9 7,482 376.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 278.09 278.07
24年3月期 142.98 142.98

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

25年3月期 158,453 111,315 69.5 2,260.76
24年3月期 134,966 96,203 70.4 1,881.91

（参考） 自己資本 25年3月期  110,138百万円 24年3月期  95,060百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きが実施中であります。 

※ 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おります業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実際の業
績は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定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．経営成績・財政状況に関する分析（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

＜業績の概況＞ 

当連結会計年度（平成24年４月１日～平成25年３月31日）における我が国経済は、欧米財政問題の長期化や新興国

の景気減速などの動きがみられるものの、足元では円安を通じた輸出環境の改善や、政府による大型景気対策の方針

が好感されたことで株高基調に転じていることなどを背景に、景気回復への期待感が高まりつつあります。 

情報通信市場においては、スマートフォンやタブレット型端末の普及に伴い、LTEなどの高速通信規格のインフラ

整備に対する投資が大幅に増加しており、ネットワーク環境もさらなる向上を続けております。 

 また、人々の生活における情報通信のあり方が変化し、ユーザーにとってサービスの選択肢が増えている中で、当

社グループでは、従来の代理店としての販売活動に加え、情報通信の各分野において築いてきた販売力という強みを

活かした新たな取組みにも積極的に取り組んでまいりました。特に、基幹商材である携帯電話や有線・無線ブロード

バンド回線の販売と合わせて、コンテンツやクラウドサービス、サポートサービスなどの付帯商材のご提案を積極的

に拡大しており、さらに、将来の安定的な収益源となるストック利益(※)がより大きく積み上がる自社顧客の獲得・

保有数も順調に推移した事により、全体の利益の底上げにつながりました。 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高が500,312百万円、営業利益が24,594百万円、経常利益が27,186百万

円、税金等調整前当期純利益が27,473百万円、当期純利益が16,887百万円となりました。 

   

※ストック利益とは、当社が獲得したユーザーによって契約後に毎月支払われる基本契約料金・使用料金・保険料

金から得られる収入から顧客維持コスト、提供サービスの原価等を除いた利益分のこと。通信キャリア、保険会社な

どから受け取る場合と、ユーザーから直接受け取る場合とがある。 

  

 （単位：百万円） 

  

＜当期のセグメント別の状況＞ 

【法人事業】   

法人事業におきましては、主な顧客である中小企業層に対してＯＡ機器や法人向け携帯電話等の訪問販売、ソリュ

ーションサービス等を通じた業務効率向上とコスト適正化のご提案ならびに、固定回線やブロードバンド回線などの

通信回線サービスをコールセンターやweb等にて取次ぎ・販売を行っております。情報通信市場においては、FTTHサ

ービスを中心としたブロードバンドサービス等の展開に加え、スマートフォンやタブレット型端末の普及に伴い、

LTEなどの高速通信規格のインフラ整備に対する投資が大幅に増加しており、ネットワーク環境もさらなる向上を続

けております。 

また、人々の生活における情報通信のあり方が変化し、ユーザーにとってサービスの選択肢が増えている中で、当

社グループでは、従来の代理店としての販売活動に加え、情報通信の各分野において築いてきた販売力という強みを

活かした新たな取組みにも積極的に注力してまいりました。特に、基幹商材である携帯電話や有線・無線ブロードバ

ンド回線の販売と合わせて、コンテンツやクラウドサービス、サポートサービスなどの付帯商材のご提案を積極的に

拡大しており、さらに、将来の安定的な収益源となるストック利益がより大きく積み上がる自社顧客の獲得・保有数

も順調に推移した事により、利益の底上げにつながりました。 

さらに、中小企業におけるエコ意識が高まる中で、消費電力が少なくCO2の排出量も削減することができるLED照明

などの販売も伸びております。 

その結果、当連結会計年度の法人事業の売上高は182,205百万円、営業利益は15,715百万円となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  平成24年３月期 

（2011.4.1 ～2012.3.31）

平成25年３月期 

（2012.4.1 ～2013.3.31）
増減 増減率（％） 

売 上 高 499,305 500,312 1,007 0.2

営 業 利 益 18,371 24,594 6,222 33.9

経 常 利 益 17,627 27,186 9,558 54.2

税金等調整前当期純利益 16,532 27,473 10,941 66.2

当 期 純 利 益 7,828 16,887 9,059 115.7



【ＳＨＯＰ事業】 

ＳＨＯＰ事業におきましては、日本全国で展開する店舗において携帯電話端末や周辺機器、モバイルコンテンツ等

の販売事業を行っております。国内のモバイル市場におけるスマートフォンの普及率は30％を超え、今後もより一層

のサービス競争の激化が予測されます。 

このような状況の中、当社グループは、各種スマートフォン、タブレット型端末やモバイルデータ通信端末などの

販売に加え、コンテンツやアプリケーションの需要も大幅に拡大しており、幅広いユーザーニーズに対応できるよ

う、接客時のサービス品質のさらなる向上に努めてまいりました。 

 また、携帯電話販売が引き続き堅調に推移したことにより、保有顧客数も増加いたしました。 

その結果、当連結会計年度のＳＨＯＰ事業の売上高は305,127百万円、営業利益は11,323百万円となりました。 

【保険事業】 

保険事業におきましては、コールセンターを中心とした販売網にて各種保険のご提案を行っております。専門知識

を有するスタッフによるコンサルティング提案を通じ、お客様に 適な保険選びのサポートをしております。 

 当連結会計年度におきましては、既存のコールセンターによる販売に加え、顧客基盤を有する企業へのアポインタ

ー派遣を行う派遣事業の拡大によって、生産性が確実に向上しております。また、店舗において各種保険商材のご提

案を行う来店型保険ショップ事業においても、店舗数が３月末時点で176店舗まで拡大しております。 

 その結果、当連結会計年度の保険事業の売上高は10,399百万円、営業利益は1,437百万円となりました。 

  

【メディア広告事業】 

メディア広告事業におきましては、主にe-まちタウングループを通じて、モバイル広告を中心とした広告枠の仕入

れ及び販売とサイト運営をメインに事業を展開しております。 

 モバイル広告の仕入・販売に関しては、当社グループでは取扱いメディア数の開拓や新規クライアントの獲得に努

めてまいりましたが、モバイル市場ではフィーチャーフォンからスマートフォンへの転換期であり、モバイル広告の

ビジネスモデルが大きく変化しております。一方、サイト運営におきましては、ポータルサイト「e-まちタウン」を

通じ日々地域に根ざした情報の発信を行っております。集客率向上のための対策として、口コミ情報の充実を図るな

ど継続的な改良を行いながら、粗利率の高い自社メディア運営による収益拡大に努めてまいりました。 

 その結果、当連結会計年度のメディア広告事業の売上高は5,577百万円、営業利益は103百万円となりました。 

  

＜次期の見通し＞ 

法人事業におきましては、付帯商材や自社商材の販売も積極的に展開し、さらに将来の安定的な収益源となるス

トック利益を積み上げる一方で、エコ関連商材などお客様のニーズや状況に合わせた商品の販売によって安定した利

益成長を見込んでおります。 

ＳＨＯＰ事業におきましては、保有顧客数の増加によるストック利益の積上げや、携帯電話端末以外のモバイル

データ通信端末や、モバイルコンテンツなどの付帯商材の販売拡大等を背景に、次期以降も引き続き安定的な収益を

確保するものと見込んでおります。  

保険事業におきましては、店舗販売や顧客基盤を有する企業様への派遣事業など、新たな販売チャネルでの活動

が拡大することにより、安定的な収益を確保するものと見込んでおります。  

メディア広告事業におきましては、多様化するユーザーニーズに柔軟に対応するために、モバイルに特化した本

事業を、ブロードバンド回線やデータカードなどの通信サービスを含むインターネット事業全体へ融合するよう体制

を変更しており、それに伴い、当社の法人事業へ集約を行う予定です。 

 以上により、平成26年３月期の連結業績予想につきましては、売上高5,100億円、営業利益310億円、経常利益320

億円、当期純利益200億円を見込んでおります。 

 なお、業績見通し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいておりま

す。従いまして、これらの業績見通し等に全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 

   



(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 総資産は、当連結会計年度の業績が好調に推移し、売上債権が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて

20,153百万円増加の251,251百万円となりました。 

 負債は、当連結会計年度の業績が好調に推移し、仕入債務が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて

2,466百万円増加の127,396百万円となりました。 

 純資産は、当連結会計年度の業績が好調に推移し、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ

て17,686百万円増加の123,854百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度の業績が好調に推移したこと等により、21,014百万円のプ

ラスとなりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により、5,393百万円のマイナスとなりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還等により、17,621百万円のマイナスとなりました。 

（財政状況の指標） 

 当社グループの主な財政指標の推移は以下のとおりです。 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

下記の基本方針に基づき、当期におきましては、１株当たり94円の配当を実施する予定です。 

 なお、次期の配当につきましては、１株当たり年120円の配当を実施する予定です。 

  

１．当社は積極的な事業の拡大、継続的な利益の増加に努めることで中長期的な株価上昇を目指します。  

２．当社は「将来の成長に関する投資」及び「財務体質の充実・強化」を目的とする「内部留保」の確保に努めま

す。  

３．当社は従来の安定的な配当に加え、業績に連動した株主還元を重要な経営方針の一つとして位置付けています。 

４．当社は自己株式取得に関しましても必要に応じて機動的に実施し、資本効率の改善と還元水準の向上に努めてい

きます。 

  

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

  百万円  百万円  百万円 

  総資産 231,097 251,251 20,153

  負債 124,930 127,396 2,466

  純資産 106,167 123,854 17,686

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  百万円  百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,796 21,014

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,458 △5,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,233 △17,621

現金及び現金同等物の連結会計年度末残高 16,454 14,905

  平成21年３月期平成22年３月期 平成23年３月期平成24年３月期 平成25年３月期

 自己資本比率（％）  47.2  49.2  43.7  42.1  46.0

 時価ベースの自己資本比率（％）  47.4  35.2  37.8  53.2  93.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 1.2  3.3  －  1.6  1.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 36.6  21.6  －  28.6  40.7



(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。 

＜販売代理業務契約に係るリスク＞ 

 当社グループの主要な事業は通信事業者やメーカーの販売代理店事業であり、その契約内容及び条件に基づき事業

を行っております。通信事業者やメーカーの方針の変更によって、事業の収益性や財政状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

＜自社サービスの販売に係るリスク＞ 

当社グループは、通信事業者やメーカー等の販売代理店業務を行う他に、主に法人事業において、自社サービスの

直接販売も行っております。自社サービスの直接販売業務は、販売代理店業務と比較した場合、取引開始後に当社グ

ループが継続的に得られる収入が増加しますが、取引開始に当たっての先行費用等が発生します。したがって、市場

環境の変化等により取引関係が早期に解消されるなど、サービスの供給が不能となる等の事態が発生した場合、先行

費用の回収が困難になり、事業の収益性に影響を及ぼす可能性があります。 

  

＜個人情報に係るリスク＞ 

 当社グループでは高度な個人情報を日々取り扱っております。何らかの原因でそれらの情報が流出した場合、当社

グループの信用を失うこととなり、その結果、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

＜投資有価証券に係るリスク＞ 

 当社グループは上場株式やＩＴ関連を中心とした未公開株式等を保有しており、株式市況の低迷や投資先の経営状

況の悪化・破綻等により、保有する投資有価証券の評価額が減少し、業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

＜法的規制に係るリスク＞ 

 当社グループの保険事業においては、関連法令や制度、金融庁等の関連当局による監督、ならびに取引先保険会社

の指導などの包括的な規制を受けております。また、ＳＨＯＰ事業、法人事業におきましても、「不当景品類及び不

当表示防止法」「特定商取引に関する法律」「電気通信事業法」等の法的規制を受けており、今後、これらの法令や

規則等の予測不能な変更あるいは新設が、各事業の営業成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

＜企業買収等による事業拡大に係るリスク＞ 

 当社グループは、今後も継続的に事業の拡大を目指すにあたって、競合他社の買収を一つの選択肢として検討して

いく方針であります。その実施にあたっては、十分なデューデリジェンスと厳密な社内手続きを経て対象企業を決定

致しますが、これらの買収実施後、市場環境の変化等により計画どおりの販路拡大や利益拡大ができず、当社グルー

プの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

＜繰越欠損金に係るリスク＞ 

 当社グループでは、過去の損失による税務上の繰越欠損金があり、通常より低い税負担率で推移しております。今

後、当該繰越欠損金の解消とともに税負担率が上昇し、当期純利益及びキャッシュ・フローが影響を受ける可能性が

あります。 



  

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社光通信）、連結子会社116社、持分法適用非連結子会

社３社及び持分法適用関連会社84社により構成されております。 

当社は、持株会社としてグループ全般の経営管理を担い、各事業子会社・関連会社におきまして、主に「法人事

業」、「ＳＨＯＰ事業」、「保険事業」及び「メディア広告事業」を行っております。各事業の内容と主なグループ各

社は以下のとおりであり、事業区分は事業の報告セグメントと同一であります。  

  

事業系統図 

 
  

２．企業集団の状況

区分 事業内容等 主要な会社 

 法人事業 

 主に中小企業向けのOA機器販売 

 各種通信サービスの加入取次ぎ 

 中小企業向け簡易業務サポート等の提供 

 法人向け移動体通信サービスの提供 

 その他法人顧客向けサービスの提供 

 ㈱アイ・イーグループ 

ユニバーサルソリューションシステム

ズ㈱ 

 ㈱メンバーズモバイル 

                他 

 ＳＨＯＰ事業 
店舗における携帯電話の新規加入及び機種変更手続きに関

する代理店業務及び携帯電話端末・周辺機器の販売等 

 テレコムサービス㈱  

㈱ジェイ・コミュニケーション 

 ㈱パイオン          他 

 保険事業  テレマーケティング手法による保険代理店事業 
㈱ニュートン・フィナンシャル・コン

サルティング         他 

メディア広告事業 
 モバイル広告を中心とした広告枠の仕入及び販売 

サイト運営  

 ｅ－まちタウン㈱ 

 ㈱ファイブエニー       他 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、ディストリビューターとして、個人及び法人のエンドユーザー向けに様々な商品・サービスを広

く普及させることを通じて、各ステークホルダー（エンドユーザー、取引先、株主、社員）に貢献することを目指し

ております。 

・エンドユーザーに対しては、商品・サービスを直接普及させることで、生活の利便性と経営効率の向上への貢献を

目指しております。 

・取引先に対しては、当社グループの販売活動を通じて、シェア拡大の助力となることを目指しております。 

・株主に対しては、当社グループが企業価値を高める過程で創出される利益を配分し、利益成長の結果としての時価

総額（株主価値）の拡大による貢献を目指しております。 

・社員に対しては、成果に応じた人事評価体系やストックオプション等を採用することで、企業価値と社員の報酬が

連動する職場環境の整備に努めております。 

 当社グループでは、上記の基本方針を「集団成功主義」と称し、 も重要な経営方針として取り組んでおります。

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、営業利益及び営業キャッシュ・フローを重要な経営指標とし、一定の利益率水準を保ちながら、

それらの継続的な拡大を経営目標としております。当社グループの中核事業である法人事業やＳＨＯＰ事業等は、顧

客へ販売した後に使用量等に応じた継続的な収入が見込まれるストック事業であり、現在の販売活動が将来のキャッ

シュ・フローを積み上げる事業モデルとなっております。従って、顧客数の増大に努めることで、継続的な営業利益

と営業キャッシュ・フローの拡大を目指してまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

（法人事業） 

法人事業におきましては、従来の代理店としての販売活動に加え、付帯商材や自社商材の販売比率を高め、お客

様のニーズや状況に合わせた商品やサービスをご提供することで、将来の安定的な収益源となるストック利益のさら

なる積み上げを目指してまいります。 

 また、既存顧客との継続的な取引関係を維持（解約率の低下）するために、サポート体制の強化や商品知識を始め

とする従業員教育の徹底を行い、生産性の向上を図ることで一顧客あたりの単価増大と一従業員あたりの利益率向上

を課題として取り組んでまいります。 

  

（ＳＨＯＰ事業） 

ＳＨＯＰ事業におきましては、新機種の相次ぐ発売や高速通信サービスの提供開始により競争激化が進む中で、販

売パートナーを中心とする独自販売網の拡大、既存店舗の生産性向上が課題となります。また、事業領域を携帯電話

端末販売に限らず、モバイルデータ通信端末や、モバイルコンテンツなどの付帯商材へ拡大し、今後のＳＨＯＰ事業

における利益成長を目指します。 

  

（保険事業） 

保険事業におきましては、今後の保険事業における安定した利益成長を実現するために、顧客基盤を有する企業へ

のアポインター派遣を行う派遣事業の拡大や、店舗などの新たな販売チャネルの確保、適正な人員規模の維持と人材

の育成に取り組んでまいります。 

また、当社グループではこれまで情報漏洩防止等について積極的に取り組んでまいりましたが、今後ますます日本

社会においてコンプライアンスの重要性が高まると予想されるため、情報セキュリティの継続的な強化が課題となり

ます。 

  

（メディア広告事業） 

 メディア広告事業におきましては、多様化するユーザーニーズに柔軟に対応するために、モバイルに特化した本事

業を、ブロードバンド回線やデータカードなどの通信サービスを含むインターネット事業全体への融合が図れるよう

な体制へ変更するとともに、当社の法人事業へ集約を行う予定です。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,719 12,198

受取手形及び売掛金 77,406 78,410

リース債権及びリース投資資産 1,175 8,015

有価証券 751 2,610

たな卸資産 14,241 13,764

未収入金 6,630 6,546

繰延税金資産 4,807 7,031

その他 6,227 9,222

貸倒引当金 △512 △870

流動資産合計 126,446 136,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,126 7,902

減価償却累計額 △3,413 △3,569

建物及び構築物（純額） 4,713 4,333

機械装置及び運搬具 43 34

減価償却累計額 △33 △28

機械装置及び運搬具（純額） 10 5

工具、器具及び備品 4,767 4,935

減価償却累計額 △3,653 △3,907

工具、器具及び備品（純額） 1,114 1,028

土地 3,213 3,213

リース資産 43 68

減価償却累計額 △15 △23

リース資産（純額） 28 44

有形固定資産合計 9,080 8,625

無形固定資産   

のれん 5,526 4,809

その他 1,099 887

無形固定資産合計 6,625 5,697

投資その他の資産   

投資有価証券 64,524 90,301

長期貸付金 4,892 4,173

敷金及び保証金 5,234 4,520

破産更生債権等 2,390 2,876

繰延税金資産 10,021 1,050

その他 9,896 5,085

貸倒引当金 △8,015 △8,009

投資その他の資産合計 88,945 99,998

固定資産合計 104,651 114,321

資産合計 231,097 251,251



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 33,821 34,806

短期借入金 17,582 20,229

1年内償還予定の社債 8,249 5,524

未払金 42,780 44,671

未払法人税等 1,705 2,208

預り金 2,157 2,249

賞与引当金 1,240 1,277

役員賞与引当金 47 222

その他 5,319 5,237

流動負債合計 112,904 116,426

固定負債   

長期借入金 3,208 2,950

社債 5,864 340

役員退職慰労引当金 194 208

繰延税金負債 362 6,452

その他 2,397 1,019

固定負債合計 12,026 10,970

負債合計 124,930 127,396

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,259 54,259

資本剰余金 25,293 25,293

利益剰余金 33,894 33,965

自己株式 △17,467 △11,748

株主資本合計 95,980 101,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,258 13,889

為替換算調整勘定 △20 27

その他の包括利益累計額合計 1,238 13,916

新株予約権 1,226 1,203

少数株主持分 7,722 6,963

純資産合計 106,167 123,854

負債純資産合計 231,097 251,251



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 499,305 500,312

売上原価 274,670 273,286

売上総利益 224,634 227,026

販売費及び一般管理費 206,262 202,431

営業利益 18,371 24,594

営業外収益   

受取利息 301 217

受取配当金 822 907

投資有価証券売却益 － 812

持分法による投資利益 － 661

投資事業組合等収益 － 514

負ののれん償却額 293 232

助成金収入 307 70

その他 634 1,041

営業外収益合計 2,359 4,458

営業外費用   

支払利息 756 496

持分法による投資損失 1,609 －

投資事業組合等損失 115 －

貸倒引当金繰入額 99 989

その他 522 380

営業外費用合計 3,104 1,867

経常利益 17,627 27,186

特別利益   

投資有価証券売却益 733 1,390

子会社株式売却益 123 15

持分変動利益 316 141

事業譲渡益 85 54

立退料収入 － 1,442

新株予約権戻入益 186 80

負ののれん発生益 － 641

その他 － 7

特別利益合計 1,445 3,773

特別損失   

固定資産除売却損 543 364

投資有価証券評価損 1,545 804

投資有価証券売却損 49 303

子会社株式売却損 37 1

持分変動損失 10 61

のれん償却額 160 1,530

減損損失 22 378

貸倒引当金繰入額 170 －

その他 － 41

特別損失合計 2,540 3,485

税金等調整前当期純利益 16,532 27,473



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 2,209 3,562

法人税等調整額 6,185 5,928

法人税等合計 8,395 9,491

少数株主損益調整前当期純利益 8,136 17,982

少数株主利益 308 1,095

当期純利益 7,828 16,887



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 8,136 17,982

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △399 12,651

為替換算調整勘定 2 29

持分法適用会社に対する持分相当額 2 26

その他の包括利益合計 △394 12,707

包括利益 7,741 30,689

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 7,465 29,565

少数株主に係る包括利益 276 1,124



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 54,259 54,259

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 54,259 54,259

資本剰余金   

当期首残高 25,293 25,293

当期変動額   

自己株式の処分 － 514

自己株式の消却 － △12,208

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 11,693

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,293 25,293

利益剰余金   

当期首残高 30,723 33,894

当期変動額   

剰余金の配当 △4,764 △5,156

当期純利益 7,828 16,887

連結範囲の変動 108 33

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △11,693

当期変動額合計 3,171 71

当期末残高 33,894 33,965

自己株式   

当期首残高 △11,875 △17,467

当期変動額   

自己株式の取得 △5,591 △7,555

自己株式の処分 － 1,065

自己株式の消却 － 12,208

当期変動額合計 △5,591 5,718

当期末残高 △17,467 △11,748

株主資本合計   

当期首残高 98,400 95,980

当期変動額   

剰余金の配当 △4,764 △5,156

当期純利益 7,828 16,887

連結範囲の変動 108 33

自己株式の取得 △5,591 △7,555

自己株式の処分 － 1,580

当期変動額合計 △2,420 5,789

当期末残高 95,980 101,770



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,627 1,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △368 12,630

当期変動額合計 △368 12,630

当期末残高 1,258 13,889

為替換算調整勘定   

当期首残高 △25 △20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 48

当期変動額合計 5 48

当期末残高 △20 27

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,601 1,238

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 12,678

当期変動額合計 △363 12,678

当期末残高 1,238 13,916

新株予約権   

当期首残高 1,281 1,226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 △22

当期変動額合計 △55 △22

当期末残高 1,226 1,203

少数株主持分   

当期首残高 8,127 7,722

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △405 △758

当期変動額合計 △405 △758

当期末残高 7,722 6,963

純資産合計   

当期首残高 109,411 106,167

当期変動額   

剰余金の配当 △4,764 △5,156

当期純利益 7,828 16,887

連結範囲の変動 108 33

自己株式の取得 △5,591 △7,555

自己株式の処分 － 1,580

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △824 11,897

当期変動額合計 △3,244 17,686

当期末残高 106,167 123,854



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４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   

税金等調整前当期純利益 16,532 27,473

減価償却費 2,544 1,731

のれん償却額 1,191 2,709

負ののれん発生益 － △641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 857 2,224

受取利息及び受取配当金 △1,124 △1,125

支払利息 756 496

子会社株式売却損益（△は益） △86 △14

投資有価証券売却損益（△は益） △684 △1,900

投資有価証券評価損益（△は益） 1,698 804

投資事業組合等損益（△は益） 115 △514

持分法による投資損益（△は益） 1,609 △661

事業譲渡損益（△は益） △85 △54

減損損失 22 378

固定資産除売却損益（△は益） 543 358

売上債権の増減額（△は増加） △6,997 △1,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,313 812

未収入金の増減額（△は増加） △244 842

仕入債務の増減額（△は減少） 5,326 688

未払金の増減額（△は減少） 4,253 485

その他の流動資産の増減額（△は増加） 673 △5,830

その他の流動負債の増減額（△は減少） △501 △1,511

その他の営業活動によるキャッシュ・フロー 65 △716

小計 25,152 24,039

利息及び配当金の受取額 1,338 1,227

利息の支払額 △762 △516

法人税等の支払額 △4,719 △5,417

法人税等の還付額 788 1,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,796 21,014



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 △2,679 △2,146

有形及び無形固定資産の売却による収入 29 19

事業譲渡による収入 － 465

投資有価証券の取得による支出 △5,949 △22,051

投資有価証券の売却による収入 5,263 17,296

子会社株式の取得による支出 △551 △1,558

子会社株式の売却による収入 198 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△264 △636

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

721 823

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

20 221

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△58 △23

貸付けによる支出 △1,092 △1,505

貸付金の回収による収入 2,318 2,951

敷金保証金の払込による支出 △896 △337

敷金及び保証金の回収による収入 478 1,129

その他の投資活動によるキャッシュ・フロー 2 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,458 △5,393

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） △5,738 2,452

長期借入れによる収入 2,280 2,700

長期借入金の返済による支出 △3,541 △2,889

社債の償還による支出 △451 △8,249

少数株主による株式払込による収入 2 372

自己株式の取得による支出 △5,591 △7,555

配当金の支払額 △4,773 △5,046

少数株主への配当金の支払額 △1,135 △125

リース債務の返済による支出 △219 △31

セールアンドリースバックによる収入 － 53

その他の財務活動によるキャッシュ・フロー 935 700

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,233 △17,621

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,067 △1,587

現金及び現金同等物の期首残高 15,386 16,454

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 38

現金及び現金同等物の期末残高 16,454 14,905



該当事項はありません。  

   

１．連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の状況 

  ① 連結子会社の数 

    116社 

  ② 主要な連結子会社の名称 

 「２．企業集団の状況」に記載しております。 

  (2) 非連結子会社の状況 

① 主要な非連結子会社の名称 

  ㈱コール・トゥ・ウェブ栃木 

  ㈱沖縄アイ・イーグループ 

② 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲

から除外しております。 

  (3) 連結の範囲の変更 

  ㈱東北コーポレートガバナンス推進会は新規設立により、連結の範囲に加えております。 

  ㈱エスケーワイ他５社は株式の取得により、連結の範囲に加えております。 

  ㈱スマートスタイルクリエイト他５社は株式の追加取得により持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲

に加えております。 

  ㈱スマートサポート他５社は当該会社の親会社を連結子会社としたことにより、連結の範囲に加えており

ます。 

  ㈱結婚準備室は当該会社の親会社を連結子会社としたことにより持分法適用の範囲から除外し、連結の範

囲に加えております。  

  日本企業開発支援㈱は株式交換により持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に加えております。  

  グローバルデスク㈱他３社は株式の売却により、連結の範囲から除外しております。 

  ㈱Ｄｅｉｂａ ｃｏｍｐａｎｙは株式の一部売却により連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に加

えております。 

  ㈱オービーエムは清算により、連結の範囲から除外しております。 

 ㈱フロントライン他24社は他の会社に吸収合併されたことにより、連結の範囲から除外しております。 

 大連愛光通信服務有限公司は持分の譲渡により、連結の範囲から除外しております。 

  

２．持分法適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況 

  ① 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 

    非連結子会社  ３社 

    関連会社     84社 

  ② 主要な会社等の名称 

    ㈱エフティコミュニケーションズ 

    ㈱インテア・ホールディングス 

        ㈱ベルパーク  

 (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況 

  ① 主要な会社等の名称 

    ㈱Ｐ＆Ｄ 

  ② 持分法を適用しない理由    

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ連結当期純利益及び利益剰余金に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



 (3) 持分法適用の範囲の変更  

 ㈱ベルパーク他２社は株式の取得により、持分法適用の範囲に加えております。 

  ㈱Ｄｅｉｂａ ｃｏｍｐａｎｙは株式の一部売却により連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に加

えております。 

 ㈱関東モバイルネットワーク他１社は当該会社の保有会社を連結子会社としたことにより、持分法適用の

範囲に加えております。 

 ㈱イーストコミュニケーション他７社は株式の売却により、持分法適用の範囲から除外しております。 

 ㈱インプレスサービス他２社は株式の一部売却により、持分法適用の範囲から除外しております。 

 ㈱スマートスタイルクリエイト他５社は株式の追加取得により持分法適用の範囲から除外し、連結の範

囲に加えております。 

 ㈱結婚準備室は当該会社の親会社を連結子会社としたことにより持分法適用の範囲から除外し、連結の範

囲に加えております。 

 日本企業開発支援㈱は株式交換により持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に加えております。 

  Ｆｉｎｄ Ｊａｐａｎ㈱は株式交換により、持分法適用の範囲から除外しております。 

  アクトソリューションパートナーズ㈱は他の会社に吸収合併されたことにより、持分法適用の範囲から

除外しております。 

  ㈱ディーエイチ他３社は第三者割当増資により、持分法適用の範囲から除外しております。 

  ㈱フライトは清算により、持分法適用の範囲から除外しております。 

 ＯｒａｎｇｅＯｎｅ㈱は影響力が低下したことにより、持分法適用の範囲から除外しております。 

 簡柏特好楽通信科技有限公司は持分の譲渡により、持分法適用の範囲から除外しております。 

 (4) 持分法適用手続きに関する特記事項  

 持分法適用非連結子会社及び関連会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の

事業年度に係る決算書又は仮決算に基づく決算書を使用しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度は、以下を除き連結会計年度と一致しております。  

Active People's Microfinance Institution PLC.の事業年度が１月１日から12月末日であり、連結財務諸

表の作成にあたっては、３月末日での仮決算に基づく決算書を使用しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法） 

  その他有価証券 

   イ. 時価のあるもの 

  連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理しており

ます。また、売却原価は、移動平均法により計算しております。） 

  ロ. 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  ハ. 投資事業有限責任組合等への出資    

  入手可能な直近の決算書に基づき、組合等の損益及びその他有価証券の評価差額のうち、当社グル

ープの持分相当額を投資事業組合等損益及びその他有価証券評価差額金として投資有価証券に加減す

る方法によっております。 

 ② たな卸資産 

  商品 

    総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法） 



  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物     3～50年 

機械装置及び運搬具   2～ 6年 

工具、器具及び備品   3～20年 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

 ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき計上しております。 

 ③ 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき計上しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金規程による期末要支給額を計上しておりま

す。 

  

  (4) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、その投資効果の発現する期間を個別に見積もり、20年以内の合理的な期間で均

等償却を行っております。なお、平成22年３月31日以前に発生した負ののれんについても、20年以内の合理

的な期間で均等償却を行っております。 

  

  (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

  (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、原則として税抜方式によっております。 

 ② 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

   

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更に伴う、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（会計方針の変更）



（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「リース債権及びリース投資資産」は総

資産の100分の１を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました7,402百万円は、「リース

債権及びリース投資資産」1,175百万円、「その他」6,227百万円と組み替えております。 

  

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次のとおりであります。  

 なお、子会社株式は、連結貸借対照表上消去しております。 

   上記に対応する債務は、次のとおりであります。  

 上記のうち、定期預金、たな卸資産、建物及び構築物及び土地を銀行からの資金調達、製品供給取引及び請負取引か

ら生じる債務（当期末残高 百万円）に対して担保提供しております。当該債務にかかる根抵当権の極度額は

百万円です。 

 ２ 当社及び当社連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行（前連結会計年度末は９行）と当

座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表関係）

   
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

定期預金 百万円 27 百万円 43

たな卸資産  717  645

建物及び構築物  1,403  1,807

工具、器具及び備品  356  172

土地  2,166  3,164

投資有価証券   4,687  －

子会社株式  3,297  4,703

   
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

買掛金 百万円 2,838 百万円 2,500

短期借入金  846  513

１年内償還予定の社債  29  14

未払金  507  472

長期借入金  1,430  750

社債   204  190

その他  449  －

2,718 3,676

   
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

当座貸越極度額 百万円 30,250 百万円 37,200

借入実行残高  14,000  16,626

差引額  16,250  20,573



※３ のれん及び負ののれんの表示 

   のれん及び負ののれんは相殺して表示しております。  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。  

  

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の株式数の増加は、平成23年６月14日、平成23年11月10日、平成24年１月23日及び平成24年３月15日開

催の取締役会決議に基づく自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

   
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

のれん 百万円 6,824 百万円 5,861

負ののれん  1,298  1,051

純額  5,526  4,809

（連結損益計算書関係）

   
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日    
  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日    
  至 平成25年３月31日） 

販売手数料 百万円 145,670 百万円 138,556

給料  18,730  20,121

雑給  2,895  3,149

地代家賃  4,193  4,453

賞与引当金繰入額  1,146  1,215

役員賞与引当金繰入額   47  222

貸倒引当金繰入額  2,334  1,132

   
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日    
  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日    
  至 平成25年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 337 百万円 265

工具、器具及び備品  84  38

ソフトウエア  85  48

その他  35  12

 計  543  364

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  58,349,642  ―  ―  58,349,642

合計  58,349,642  ―  ―  58,349,642

自己株式         

普通株式 (注)  5,150,170  2,686,873  ―  7,837,043

合計  5,150,170  2,686,873  ―  7,837,043



２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）新株予約権の当連結会計年度末残高のうち、権利行使期間の初日が到来していないものは415百万円（提出会社

（親会社）378百万円、連結子会社37百万円）であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  平成24年５月18日開催の取締役会において次のとおり決議いたしました。 

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．発行済株式の総数の減少は、平成24年11月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却に伴う減少であ

ります。 

 （注）２．自己株式の数の増加は、平成24年３月15日、平成24年５月18日、平成24年７月20日、平成24年11月15日及び

平成25年１月21日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる増加であり

ます。 

自己株式の数の減少は、当社と当社連結子会社との株式交換に伴う自己株式の処分、新株予約権の行使に伴

う自己株式の処分及び平成24年11月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少でありま

す。 

  

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
―――――――――――  1,142

連結子会社 
ストック・オプションとして

の新株予約権 
―――――――――――  83

合計 ―――――――――――  1,226

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月17日 

取締役会 
普通株式  3,191  60 平成23年３月31日 平成23年６月８日 

平成23年11月10日 

取締役会 
普通株式  1,572  30 平成23年９月30日 平成23年12月２日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月18日 

取締役会 
普通株式  2,020  利益剰余金  40 平成24年３月31日 平成24年６月８日

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 (注)１  58,349,642  ―  5,000,000  53,349,642

合計  58,349,642  ―  5,000,000  53,349,642

自己株式         

普通株式 (注)２  7,837,043  2,230,652  5,435,564  4,632,131

合計  7,837,043  2,230,652  5,435,564  4,632,131



２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）新株予約権の当連結会計年度末残高のうち、権利行使期間の初日が到来していないものは118百万円（提出会社

（親会社）104百万円、連結子会社13百万円）であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  平成25年５月20日開催の取締役会において次のとおり決議いたしました。 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
―――――――――――  1,177

連結子会社 
ストック・オプションとして

の新株予約権 
―――――――――――  26

合計 ―――――――――――  1,203

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月18日 

取締役会 
普通株式  2,020  40 平成24年３月31日 平成24年６月８日 

平成24年８月10日 

取締役会 
普通株式  987  20 平成24年６月30日 平成24年９月７日 

平成24年11月13日 

取締役会 
普通株式  1,032  21 平成24年９月30日 平成24年12月７日 

平成25年２月13日 

取締役会 
普通株式  1,115  23 平成24年12月31日 平成25年３月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年５月20日 

取締役会 
普通株式  1,461  利益剰余金  30 平成25年３月31日 平成25年６月７日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 15,719百万円 12,198百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △26  △45  

有価証券に含まれるＭＭＦ 751  2,502  

預け金 9  249  

現金及び現金同等物 16,454  14,905  



１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。  

 当社グループは、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについ

て主に国内における事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「法人事業」、「ＳＨＯＰ事業」、「保険事業」及び「メディア広告事業」の４つを報告セグメント

としております。  

 「法人事業」は、ＯＡ機器の販売、各種通信サービスの加入取次、法人向け移動体通信サービスの提供

及びその他法人顧客向けサービスの提供を行っております。「ＳＨＯＰ事業」は、店舗にて携帯電話端末

及び周辺機器等の販売を行っております。「保険事業」は、「第三分野」保険を中心とした保険代理店事

業を行っております。「メディア広告事業」は、モバイル広告を中心とした広告枠の仕入れ及び販売とサ

イト運営を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報



３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．「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、不動産事業等を含ん

でおります。  

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

  （1）セグメント利益の調整額△3,902百万円は、セグメント間取引消去△267百万円及び各報告

セグメントに配分していない全社費用△3,635百万円が含まれております。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  （2）セグメント資産の調整額74,485百万円は、セグメント間取引消去△1,323百万円及び各報告

セグメントに配分していない全社資産75,808百万円であります。全社資産は、主に報告セ

グメントに帰属しない長期投資資産（投資有価証券）であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  報告セグメント

その他
（注）１

合計 調整額 
（注）２ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）３   法人事業

ＳＨＯＰ 
事業 保険事業

メディア
広告事業 計

売上高                   

外部顧客への売上

高 
178,611  304,663 9,387 6,455 499,117 188  499,305  ― 499,305

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,573  2,154 － 40 3,769 ―  3,769  (3,769) ―

計 180,184  306,817 9,387 6,496 502,886 188  503,074  (3,769) 499,305

セグメント利益 10,815  9,923 1,149 366 22,255 18  22,274  (3,902) 18,371

セグメント資産 60,282  83,859 8,031 3,295 155,468 1,144  156,612  74,485 231,097

その他の項目                   

減価償却費 1,348  801 115 68 2,333 0  2,334  209 2,544

持分法適用会社へ

の投資額 
8,068  677 296 37 9,080 4  9,084  ― 9,084

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
959  1,204 181 105 2,451 ―  2,451  227 2,679



当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．「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、不動産事業等を含ん

でおります。  

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

  （1）セグメント利益の調整額△3,959百万円は、セグメント間取引消去△0百万円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△3,959百万円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  （2）セグメント資産の調整額91,750百万円は、セグメント間取引消去△1,601百万円及び各報告

セグメントに配分していない全社資産93,351百万円であります。全社資産は、主に報告セ

グメントに帰属しない長期投資資産（投資有価証券）であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：百万円）

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

（単位：百万円）

    

  報告セグメント

その他
（注）１

合計 調整額 
（注）２ 

連結
財務諸表 
計上額 
（注）３   法人事業

ＳＨＯＰ 
事業 保険事業

メディア
広告事業 計

売上高                   

外部顧客への売上

高 
181,163  303,096 10,397 5,555 500,212 100  500,312  ― 500,312

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,041  2,031 2 22 3,097 ―  3,097  (3,097) ―

計 182,205  305,127 10,399 5,577 503,309 100  503,410  (3,097) 500,312

セグメント利益 15,715  11,323 1,437 103 28,578 △24  28,554  (3,959) 24,594

セグメント資産 58,973  86,518 10,136 2,865 158,493 1,007  159,501  91,750 251,251

その他の項目                   

減価償却費 494  811 140 55 1,501 0  1,502  229 1,731

持分法適用会社へ

の投資額 
8,692  3,678 87 68 12,526 2  12,529  ― 12,529

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
344  1,347 272 19 1,984 0  1,984  162 2,146

ｂ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  報告セグメント

その他 全社・消去 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計

減損損失  － － － 22 22  － － 22

  報告セグメント

その他 全社・消去 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計

減損損失  237 46 4 15 303  － 75 378



前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：百万円）

 なお、平成22年３月31日以前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、

以下のとおりであります。 

（単位：百万円）

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

（単位：百万円）

 なお、平成22年３月31日以前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、

以下のとおりであります。 

（単位：百万円）

    

前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

   

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

 当連結会計年度において、主にメディア事業において636百万円の負ののれん発生益を計上しておりま

す。これは、平成25年１月１日付で株式交換により当社子会社ｅ－まちタウン㈱を完全子会社化したことに

伴い計上したものであります。 

   

ｃ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  報告セグメント

その他 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計 

当期償却額 680 604 171 28  1,485  － 1,485

当期末残高 2,267 3,621 601 334  6,824  － 6,824

  報告セグメント

その他 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計 

当期償却額 44 240 9 －  293  － 293

当期末残高 9 1,288 － －  1,298  － 1,298

  報告セグメント

その他 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計 

当期償却額 1,080 1,015 447 399  2,941  － 2,941

当期末残高 1,590 3,726 519 25  5,861  － 5,861

  報告セグメント

その他 合計

  法人事業 ＳＨＯＰ
事業 保険事業

メディア
広告事業 計 

当期償却額 3 228 － －  232  － 232

当期末残高 3 1,048 － －  1,051  － 1,051

ｄ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

   該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円   銭1,924 65

１株当たり当期純利益金額 円   銭149 58

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円   銭149 42

１株当たり純資産額 円   銭2,374 66

１株当たり当期純利益金額 円   銭343 15

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円   銭342 85

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  7,828  16,887

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  7,828  16,887

期中平均株式数（株）  52,332,124  49,211,634

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（百万円）  △8  △13

（うち連結子会社の潜在株式による調整額） 

（百万円）  
 △8  △13

普通株式増加数（株）  794  3,909

（うち新株予約権）（株）  (794)  (3,909)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権７種類（新株予約権

の個数 個） 

連結子会社発行の新株予約権10

種類（新株予約権の個数

個）  

5,814

4,802

新株予約権６種類（新株予約権

の個数 個） 

連結子会社発行の新株予約権２

種類（新株予約権の個数 個）

5,701

245

（重要な後発事象）
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