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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 85,687 28.0 2,747 27.6 2,699 38.1 2,357 38.3
24年3月期 66,919 ― 2,152 ― 1,954 ― 1,704 ―

（注）包括利益 25年3月期 2,396百万円 （62.5％） 24年3月期 1,584百万円 （32.0％）

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 5,138.45 5,098.06 41.1 10.0 3.2
24年3月期 3,657.43 3,630.58 43.6 9.2 3.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △38百万円 24年3月期  △182百万円

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 27,240 7,157 24.7 15,043.54
24年3月期 26,584 5,283 17.9 10,194.43

（参考） 自己資本   25年3月期  6,725百万円 24年3月期  4,751百万円

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 2,095 △812 △2,365 1,266
24年3月期 1,463 △1,998 △398 2,348

2.  配当の状況 

（注）26年３月期については現時点で未定であります。 

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 ― 0.00 ― 60.00 60.00 27 1.6 0.7
25年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 35 1.6 1.0
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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) 33,000 △13.5 1,200 △0.1 1,100 △8.7 800 △8.2 1,789.54
通期 73,000 △18.3 2,900 5.6 2,700 0.0 2,100 △10.9 4,697.53



※  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 

(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 466,882 株 24年3月期 466,049 株
② 期末自己株式数 25年3月期 19,839 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 458,836 株 24年3月期 465,960 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 7,581 24.5 1,807 14.1 1,704 7.4 2,009 11.1
24年3月期 6,090 ― 1,583 ― 1,587 ― 1,809 ―

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 4,379.73 4,345.31
24年3月期 3,883.61 3,854.99

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 14,811 6,399 43.0 14,257.21
24年3月期 13,156 4,737 35.8 10,119.91

（参考） 自己資本 25年3月期  6,373百万円 24年3月期  4,716百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復基調がみ

られる一方で、欧州債務問題の深刻化による金融不安の拡大や近隣諸国との関係悪化が企業業績に影を

落とすなど総じて弱含みで推移しましたが、昨年12月の政権交代後の経済・金融対策に対する期待感か

ら、円安基調による輸出環境の改善や株価の回復傾向が見られるなど、先行きに明るい兆しも見え始め

ました。 

当社グループの主力事業である情報インフラ事業におきましては、販売代理店間の競争激化の状況に

ありますが、従来型携帯電話からスマートフォンへの本格的な乗り換えによる需要が拡大したこと、お

よびタブレット型端末やデータ通信端末のさらなる普及により、販売は好調に推移しました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、「西日本における情報通信業界のナンバーワンディス

トリビューター」を目指して、関西・中国・四国・北陸エリア統合で拡大した販売網を生かした事業戦

略を図るとともに、重複した拠点の統合、間接業務の効率化による一段のコストの削減に取り組んでま

いりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、85,687百万円（前連結会計年度比28.0％増）となりました。

また、販売費及び一般管理費は、12,730百万円（前連結会計年度比12.6％増）となり、この結果、営業

利益は2,747百万円（前連結会計年度比27.6％増）、経常利益は2,699百万円（前連結会計年度比38.1％

増）、当期純利益は2,357百万円（前連結会計年度比38.3％増）となりました。 

事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

【情報インフラ事業】 

情報インフラ事業におきましては、主に直営または代理店が運営する店舗による従来型携帯電話やス

マートフォン等の携帯電話販売、ブロードバンド加入取次ぎならびに宅内ネットワーク環境の設定サポ

ートを行っております。 

当期におきましては、集客力を高めるための店舗の改装、不採算店舗の統廃合を中心に収益性の向上

に向けた取り組みを引き続き行うとともに、スマートフォンや新たな高速通信サービスなどの説明を行

う店舗販売スタッフの教育を重視し、人材育成・強化による生産性の向上に積極的に取り組んでまいり

ました。また、通信事業者からの業務受託の強化を行い、販売拠点の拡大に注力しました。 

 以上により、当事業の売上高は72,382百万円となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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【法人ソリューション事業】 

法人ソリューション事業におきましては、主にＩＴソリューションパック、法人向け携帯電話等の販

売・契約取次、ＯＡ機器の販売および自社開発の附帯サービスの拡販を行っております。 

 当期におきましては、ＩＴソリューションパック、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、ＯＡ機器販売のほか、クラウドコンピューティングを利用したレンタルサーバ

ー、クラウド環境を利用したスマートフォン対応のモバイルサイト自動変換システム「MoBirth」、お

よびスマートフォン向けサポート事業において営業拠点の新設ならびに人員の増強を行い、販売の拡大

および一人当たりの生産性の向上に注力いたしました。 

以上により、当事業の売上高は13,225百万円となりました。 

  

②次期の業績の見通し 

次期については、平成25年3月19日に就任した新社長による体制のもと、戦略的に注力するべき事業

領域へ経営資源を特化する事により、さらなるストック収益の積み上げを図り安定した経営体制の基盤

を構築すべく、より一層取り組みを強化してまいります。 

情報インフラ事業では、不採算店舗の統廃合や移転・改装、店舗スタッフの育成による顧客満足度の

向上について引き続き強化するとともに、自社開発のモバイル関連商材の取扱いを拡充することにより

事業基盤の強化を目指してまいります。また、法人ソリューション事業では、営業拠点の拡大および販

売人員の増強により「ＩＴソリューションパック」の販売体制を強化し、また、ストック型新商材の開

発を強化することにより顧客のニーズに適合したサービスを提供し、顧客の開拓を促進してゆくこと

で、当事業の安定化を目指します。 

上記の取り組みにより、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高73,000百万円、営業利益

2,900百万円、経常利益2,700百万円、当期純利益2,100百万円を予想しております。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、1,352百万円増加し、20,914百万円となりました。こ

れは、主として商品及び製品が708百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、697百万円減少し、6,325百万円となりました。これ

は、主として有形固定資産が195百万円、投資有価証券が456百万円減少したことなどによります。

以上の結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて655百万円増加し、27,240百万円となりまし

た。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,778百万円増加し、17,866百万円となりました。これ

は主として未払金が1,024百万円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2,997百万円減少し、2,215百万円となりました。これは

主として長期借入金の2,890百万円減少したことなどによります。 

以上の結果、負債は、前連結会計年度末に比べて1,218百万円減少し、20,082百万円となりまし

た。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1,873百万円増加し、7,157百万円となりました。こ

れは、主として当期純利益2,357百万円計上し、自己株式327百万円取得したことによります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／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 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

※営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

  

（２）財政状態に関する分析

平成21年５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 2.7 21.8 19.3 17.9 24.7

時価ベースの自己資本比率 57.1 56.4 37.0 31.0 46.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 3.3 5.7 5.3 2.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 9.6 7.7 9.6 17.6
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当社は、株主価値の向上に努めることを基本方針とし、企業価値の向上による株主・ステークホルダ

ーの皆様への適正な利益の還元を経営上の重要な政策の一つと考えております。 

株主の皆様に対する配当金につきましては、企業体質の強化、将来の事業展開に備えた内部留保の充実

および業績、配当性向や中長期的な安定的配当の継続等を総合的に勘案し、決定する方針であります。

配当時期につきましては、期末のほか、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中

間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。 

当期の配当につきましては、業績の推移を勘案し一定水準の当期純利益を確保できる見通しとなった

ことから、今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案した結果、１株当たり80円の期末配当を実施す

る方針といたしました。 

なお、本件期末配当につきましては、平成25年6月27日開催予定の第23期定時株主総会の決議をもっ

て正式に決定、実施する予定であります。 

次期の配当につきましては、現時点では未定でありますが、将来の事業展開に備えた内部留保とのバ

ランスを図りながら今後の業績、財務状況等を総合的に勘案しつつ、株主に対する利益配分を検討して

まいります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績および財政状態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。 

 なお、記載した事項およびその内容につきましては、当連結会計年度末（平成25年３月31日）におい

て当社グループが判断したものであり、当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではあり

ません。 

①セグメントに関するリスク 

・情報インフラ事業 

キャリア（通信事業者）が提供する通信・情報サービスの加入取次やプロモーション・営業の請負

に関して、キャリアとの間で定められる受取手数料の変動等の契約内容の変更や、キャリアの販売戦

略の変更等の何らかの理由によって契約が解除された場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性

があります。 

また、キャリアとの契約において顧客の短期解約により既に収受しているコミッションを返金する

義務が定められているものについては、過去の解約実績率に基づく解約予想額を解約調整引当金とし

て計上しておりますが、解約率が想定を上回った場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があ

ります。 

携帯電話販売店の拡大に際しては、入手可能な情報に基づき十分な調査等を実施し展開してまいり

ますが、販売人員の確保や教育、出店場所の確保等が計画どおりに進まなかった場合、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

また、商材のライフサイクルが比較的短い事業分野であり、撤退せざるを得ない事態が発生した場

合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

・法人ソリューション事業 

特定の業種の不振により影響を受けることはありませんが、産業全体が低迷し、中小企業の設備投

資意欲が減退すると、販売数量の減少や価格競争により、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

また、リース契約により販売する商材については、リース料率の引き上げやリース会社の与信審査

の状況変化、リース取引関連の法規制の変更等により、リース契約の成約率が著しく低下した場合、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

②その他のリスク 

・法的規制 

当社グループは「電気通信事業法」「同施行規則」等の法的規制を受けております。一方通信事業

者等の代理店としては社団法人電気通信事業者協会が定める「代理店の営業活動に対する倫理要領」

の他、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」「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」等の法的規制を受けており、当社グループはこれら法的規制を遵守

し、合法かつ規範的に企業活動を行っております。しかし、これらの法的規制が変更または強化され

た場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

（４）事業等のリスク
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 当社の企業集団は、平成25年３月31日現在、当社と連結子会社10社および関連会社９社で構成されてお

り、「情報インフラ事業」、「法人ソリューション事業」および「その他の事業」を行っております。 

 また、当社は、平成25年３月31日現在、株式会社光通信の連結子会社であります。 

 各事業の位置付けは、次のとおりであります。 

  

（１）情報インフラ事業 

当事業では、主に直営または代理店が運営する店舗による移動体通信回線の加入取次と端末機の販

売、ブロードバンドサービスの加入取次、およびテレマーケティングによる通信サービスの加入取次等

を行っております。 

主要な関係会社は株式会社アクセスブリッジ、株式会社ライフグローバライズ（注１）、株式会社ワ

ールドテレネットおよび株式会社ネクストジョイであります。 

  

（２）法人ソリューション事業 

当事業では、ホームページ作成ソフトウェア「アイスワン」や各種ソフトウェア、パソコン等のハー

ドウェア、レンタルサーバー、パソコン講習などを顧客のニーズに応じて組み合わせた独自のパッケー

ジ商品「ＩＴソリューションパック」、パソコンやブロードバンドサービス等の設置・設定代行等に関

するサービス、および複合機・ファクシミリ等のＯＡ機器、法人向け移動体通信回線の加入取次と端末

機の販売を、主に中小企業向けに行っております。 

主要な関係会社は株式会社ライフグローバライズ（注１）、株式会社ネクストジョイ（注２）および

株式会社ジャパンオフィスサプライズ（注３）であります。 

  

２．企業集団の状況
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以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

 

  

（注１） 株式会社ライフグローバライズは、平成24年７月１日に株式会社エスケーワイを吸収合併いたしました。 

（注２） 株式会社ネクストジョイは、平成24年８月１日に株式会社ネクストソリューション、株式会社ネクストモバ

イルおよび株式会社ネクストシステムを吸収合併いたしました。 

（注３） 株式会社ジャパンオフィスサプライズは、平成25年４月１日に保有株式全てを譲渡いたしました。 
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当社グループは、「新しい商品・サービスを提供する事業を通じて未来社会の創造に寄与することを

使命と考え、社会との絆を大切にし、夢と希望を追い求める企業を目指す」を基本理念に掲げ、事業を

展開しております。 

また、「顧客」「株主」「取引先」「従業員」「地域社会」の各ステークホルダーに対して適切な還

元を行い、集団成功主義とし、共生していくことこそ、 も重要な経営方針として考えて取り組んでお

ります。 

更に当社グループは、取引企業様の 先端の商品・サービスを、多彩な流通チャネルを活用した「リ

サーチ⇒プロモーション⇒セールス⇒サービス・サポート」の一貫したマーケティング機能でお客様に

提供し、お客様がより便利により快適に商品・サービスをご利用いただけるよう「商品・サービスの認

知⇒選択⇒購買⇒利用」を包括的にサポートしております。 

これら商品・サービス、流通チャネル、マーケティング機能が当社グループの成長ドライバーであ

り、それぞれのドライバーを絶えず拡大し続けることで、中長期的かつ継続的な成長を目指しておりま

す。 

  

当社グループは、主な経営指標として、一定の利益水準を保持しながら、顧客の純増と顧客に販売し

た後の顧客使用料に応じた一定の収益が継続的に見込まれるストック収益の積み上げを重視し、より安

定した経営体制を構築することを目標としております。  

  

（情報インフラ事業） 

情報インフラ事業におきましては、１顧客当りの通信単価は下がり、１顧客当りの所有回線数は増

加していくと考えられる中、西日本における情報通信業界のナンバーワンディストリビューターを目

指し、環境変化に柔軟に対応しながら販売網の拡大と既存店舗の生産性の向上が課題となります。 

 更には、モバイルサービス関連商材の取り扱いを拡充させ、店舗での収益向上を目指します。 

  

（法人ソリューション事業） 

法人ソリューション事業におきましては、既存データベースの精度を高め、有効に活用することに

より、ユーザーターゲットを明確にし、適切な人に適切な商品を適切な価格で販売することを目的と

し、アップセル、クロスセルを行い、１顧客当りの収益単価を拡大させると同時に１顧客当りのライ

フタイムバリューの向上が課題となります。 

 このために、変化の激しい情報通信業界においては、スタッフ教育の徹底を図り、顧客サポート体

制の充実に取り組んでまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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当社グループが対処すべき課題は次のとおりであると認識しております。 

１．継続的な収益確保について 

当社グループは、西日本における情報通信業界のナンバーワンディストリビューターを目指し、

これまで事業環境の変化に迅速に対応しながら販売網の拡大と生産性の向上を図ることで収益の拡

大を図ってまいりました。 

今後さらなる成長を目指すためには、顧客に継続的にご利用いただけるモバイルサービス関連商

材の取り扱いを拡充させることが重要であると認識しております。 

  

２．人材の育成・確保 

当社グループが継続して成長を実現するためには、人材の育成・確保が重要な課題であると認識

しております。従業員が能力を十分に発揮することができる教育・研修などの制度を充実させると

ともに、強い幹部候補を育成できる仕組みの整備を図ってまいります。 

  

３．コンプライアンスの強化について 

当社グループの全役職員がコンプライアンス意識の重要性を再度認識し、顧客（ユーザー）、取

引先（キャリア）、情報漏えい、労務、交通、の５つのリスクに対して、グループ全社での情報管

理の体制強化、ならびに各事業内容に特化した商品・マナー研修およびコンプライアンス研修を充

実させることにより、引き続きコンプライアンス体制の強化を図ってまいります。 

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）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 2,429,653 1,266,516

売掛金 11,401,692 11,355,375

商品及び製品 3,167,617 3,875,700

販売用不動産 717,504 645,920

繰延税金資産 583,000 764,000

その他 1,287,176 3,030,475

貸倒引当金 △24,586 △23,400

流動資産合計 19,562,058 20,914,588

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,209,318 2,133,633

減価償却累計額 △921,541 △964,585

建物（純額） 1,287,776 1,169,048

工具、器具及び備品 2,188,030 2,133,586

減価償却累計額 △1,812,853 △1,833,138

減損損失累計額 △61 －

工具、器具及び備品（純額） 375,115 300,447

土地 24,296 24,296

その他 8,535 6,216

有形固定資産合計 1,695,724 1,500,009

無形固定資産   

のれん 2,103,813 2,285,904

ソフトウエア 89,073 34,212

その他 13,704 14,055

無形固定資産合計 2,206,592 2,334,172

投資その他の資産   

投資有価証券 933,731 477,504

差入保証金 1,885,586 1,730,620

長期滞留債権 955,870 880,741

その他 300,315 282,486

貸倒引当金 △955,323 △880,104

投資その他の資産合計 3,120,181 2,491,248

固定資産合計 7,022,497 6,325,429

資産合計 26,584,556 27,240,017
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(単位：千円)

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   

買掛金 8,676,496 8,877,936

短期借入金 1,100,000 1,860,000

1年内返済予定の長期借入金 1,630,815 1,480,943

1年内償還予定の社債 249,100 24,100

未払金 2,893,512 3,918,047

未払法人税等 198,322 393,366

解約調整引当金 34,689 10,039

賞与引当金 211,690 211,198

役員賞与引当金 25,532 39,695

その他 1,067,923 1,051,668

流動負債合計 16,088,083 17,866,995

固定負債   

長期借入金 4,408,398 1,517,896

社債 364,450 340,350

繰延税金負債 3,018 5,950

偶発損失引当金 11,860 －

負ののれん 6,481 －

その他 418,433 351,118

固定負債合計 5,212,643 2,215,315

負債合計 21,300,726 20,082,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,456 1,253,842

資本剰余金 1,000,345 1,003,732

利益剰余金 2,463,729 4,793,470

自己株式 － △327,740

株主資本合計 4,714,532 6,723,305

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 1,802

その他の包括利益累計額合計 36,573 1,802

新株予約権 21,215 26,009

少数株主持分 511,508 406,589

純資産合計 5,283,829 7,157,707

負債純資産合計 26,584,556 27,240,017
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（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：千円)

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 66,919,867 85,687,666

売上原価 53,456,348 70,210,003

売上総利益 13,463,518 15,477,662

販売費及び一般管理費 11,310,826 12,730,640

営業利益 2,152,692 2,747,021

営業外収益   

受取利息 19,893 16,037

負ののれん償却額 38,890 6,481

助成金収入 78,910 7,280

貸倒引当金戻入額 － 67,668

その他 38,447 41,902

営業外収益合計 176,142 139,370

営業外費用   

支払利息 151,870 119,173

支払手数料 11,521 12,610

持分法による投資損失 182,436 38,404

その他 28,540 16,445

営業外費用合計 374,368 186,632

経常利益 1,954,466 2,699,758

特別利益   

固定資産売却益 11 8,692

投資有価証券売却益 1,631 32,387

関係会社株式売却益 75,098 －

事業譲渡益 － 455,434

持分変動利益 168,133 －

その他 1,397 1,085

特別利益合計 246,272 497,599

特別損失   

固定資産除却損 140,845 115,551

投資有価証券評価損 48,848 37,048

投資有価証券売却損 850 190,817

特別損失合計 190,543 343,417

税金等調整前当期純利益 2,010,195 2,853,940

法人税、住民税及び事業税 199,430 601,940

法人税等調整額 227,001 △181,000

法人税等合計 426,431 420,940

少数株主損益調整前当期純利益 1,583,764 2,433,000

少数株主利益又は少数株主損失（△） △120,458 75,297

当期純利益 1,704,222 2,357,703
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 連結包括利益計算書 
（単位：千円）

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 1,583,764 2,433,000

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,073 △36,279

その他の包括利益合計 1,073 △36,279

包括利益 1,584,837 2,396,721

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,705,420 2,323,022

少数株主に係る包括利益 △120,582 73,699
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

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 1,249,997 1,250,456

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 459 3,386

当期変動額合計 459 3,386

当期末残高 1,250,456 1,253,842

資本剰余金   

当期首残高 999,886 1,000,345

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 459 3,386

当期変動額合計 459 3,386

当期末残高 1,000,345 1,003,732

利益剰余金   

当期首残高 782,803 2,463,729

当期変動額   

剰余金の配当 △23,296 △27,962

当期純利益 1,704,222 2,357,703

当期変動額合計 1,680,926 2,329,740

当期末残高 2,463,729 4,793,470

自己株式   

当期首残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △327,740

当期変動額合計 － △327,740

当期末残高 － △327,740

株主資本合計   

当期首残高 3,032,687 4,714,532

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 918 6,772

剰余金の配当 △23,296 △27,962

当期純利益 1,704,222 2,357,703

自己株式の取得 － △327,740

当期変動額合計 1,681,844 2,008,772

当期末残高 4,714,532 6,723,305
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(単位：千円)

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 35,375 36,573

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,197 △34,771

当期変動額合計 1,197 △34,771

当期末残高 36,573 1,802

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 35,375 36,573

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,197 △34,771

当期変動額合計 1,197 △34,771

当期末残高 36,573 1,802

新株予約権   

当期首残高 13,209 21,215

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,005 4,794

当期変動額合計 8,005 4,794

当期末残高 21,215 26,009

少数株主持分   

当期首残高 157 511,508

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 511,351 △104,918

当期変動額合計 511,351 △104,918

当期末残高 511,508 406,589

純資産合計   

当期首残高 3,081,429 5,283,829

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 918 6,772

剰余金の配当 △23,296 △27,962

当期純利益 1,704,222 2,357,703

自己株式の取得 － △327,740

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 520,554 △134,895

当期変動額合計 2,202,399 1,873,877

当期末残高 5,283,829 7,157,707
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

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 2,010,195 2,853,940

減価償却費 475,392 526,550

のれん償却額 278,634 375,286

負ののれん償却額 △38,890 △6,481

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,609 △89,339

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65 14,097

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,561 △491

解約調整引当金の増減額（△は減少） 11,847 △24,584

受取利息及び受取配当金 △27,632 △17,240

支払利息 151,870 119,173

持分法による投資損益（△は益） 182,436 38,404

固定資産売却損益（△は益） △11 △8,692

固定資産除却損 140,845 115,551

事業譲渡損益（△は益） － △455,434

投資有価証券売却損益（△は益） △781 158,430

投資有価証券評価損益（△は益） 48,848 37,048

関係会社株式売却損益（△は益） △75,098 －

持分変動損益（△は益） △168,133 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,491,180 △286,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △781,680 △547,717

仕入債務の増減額（△は減少） 2,263,317 187,301

未払金の増減額（△は減少） 413,574 705,425

その他 △329,992 △1,271,929

小計 2,125,666 2,423,076

利息及び配当金の受取額 24,280 17,268

利息の支払額 △153,463 △118,090

法人税等の支払額 △532,488 △226,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,463,995 2,095,870

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 △763,178 △736,410

有形及び無形固定資産の売却による収入 164,818 286,446

投資有価証券の取得による支出 △768,300 △20,300

投資有価証券の売却による収入 34,017 90,116

差入保証金の差入による支出 △146,050 △117,965

差入保証金の回収による収入 90,477 212,298

貸付けによる支出 △129,000 △90,028

貸付金の回収による収入 117,539 151,044

子会社株式の取得による支出 － △256,431

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△685,513 △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 －

定期預金の預入による支出 △20,000 △6,700

定期預金の払戻による収入 96,000 89,000

その他 △828 475

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,998,845 △812,543
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(単位：千円)

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) 

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） △340,000 760,000

長期借入れによる収入 3,980,100 700,000

長期借入金の返済による支出 △3,551,319 △3,983,040

社債の償還による支出 △451,650 △249,100

自己株式の取得による支出 － △327,740

配当金の支払額 △22,975 △27,707

セールアンド割賦バック取引による収入 － 1,444,211

セールアンド割賦バック取引による支出 － △682,435

その他 △12,650 348

財務活動によるキャッシュ・フロー △398,495 △2,365,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △933,346 △1,082,137

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期末残高 2,348,653 1,266,516
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該当事項はありません。 

（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)
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 減価償却方法の変更 

当社及び連結子会社は、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)
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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およ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、当社内に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取扱う商品・サービス

についてグループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

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

「情報インフラ事業」および「法人ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「情報インフラ事業」は、店舗での携帯電話の販売・通信サービスの加入取次ぎを行っております。

 「法人ソリューション事業」は、企業向けの携帯電話の販売・「ＩＴソリューションパック」等の販

売を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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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) 

  

 
（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、不動産事業等であります。 

２．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△89,354千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（配賦差額）で

あります。 

(2) セグメント資産の調整額2,694,587千円は、各報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る資産及び

現金預金等であります。 

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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

連結財務
諸表計上額 
(注)３情報インフラ事

業
法人ソリューシ

ョン事業

売上高

  外部顧客への売上高 55,684,751 11,047,683 187,433 － 66,919,867

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 55,684,751 11,047,683 187,433 － 66,919,867

セグメント利益 1,640,775 574,310 26,969 △89,354 2,152,691

セグメント資産 19,562,171 3,391,547 936,250 2,694,587 26,584,556

その他の項目

  減価償却費 372,624 41,063 20,002 41,702 475,392

 持分法適用会社への投資額 － 359,977 － － 359,977

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,977,350 158,712 1,563 110,009 2,247,636
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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) 

  

 
（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、不動産事業等であります。 

２．調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△145,141千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（配賦差額）で

あります。 

(2) セグメント資産の調整額2,535,329千円は、各報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る資産及び

現金預金等であります。 

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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

連結財務
諸表計上額 
(注)３情報インフラ事

業
法人ソリューシ

ョン事業

売上高

  外部顧客への売上高 72,382,121 13,225,676 79,867 ― 85,687,666

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 72,382,121 13,225,676 79,867 ― 85,687,666

セグメント利益 2,343,773 561,400 △16,327 △145,141 2,743,704

セグメント資産 20,050,276 3,940,698 713,713 2,535,329 27,240,017

その他の項目

  減価償却費 405,254 37,748 12,135 69,023 524,161

 持分法適用会社への投資額 － － － － －

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

671,106 13,892 254 51,156 736,410

㈱パイオン（２７９９）平成25年３月期決算短信

- 23 -



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  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

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  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ジェイ・コミュニケーション 13,300,293 情報インフラ事業

テレコムサービス株式会社 8,836,253 情報インフラ事業

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ジェイ・コミュニケーション 14,374,266 情報インフラ事業

テレコムサービス株式会社 12,107,481 情報インフラ事業
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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) 

 該当事項はありません。 

  

(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)
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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) 

 
  

(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)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
情報インフラ事

業
法人ソリューシ

ョン事業

（のれん）

当期償却額 220,774 57,859 ― ― 278,634

当期末残高 1,651,229 452,583 ― ― 2,103,813

(負ののれん)

当期償却額 ― ― ― 38,890 38,890

当期末残高 ― ― ― 6,481 6,481

(単位：千円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計
情報インフラ事

業
法人ソリューシ

ョン事業

（のれん）

当期償却額 313,209 62,077 ― ― 375,286

当期末残高 1,895,397 390,506 ― ― 2,285,904

(負ののれん)

当期償却額 ― ― ― 6,481 6,481

当期末残高 ― ― ― ― ―
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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) 

 該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当

たり当期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

   

 
  

(１株当たり情報)

項目
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)

(1) １株当たり純資産額 10,194円43銭 15,043円54銭

項目
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)

(2) １株当たり当期純利益 3,657円43銭 5,138円45銭

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純利益 (千円) 1,704,222 2,357,703

普通株式に係る当期純利益 (千円) 1,704,222 2,357,703

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 465,960 458,836

(3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 3,630円48銭 5,098円06銭

(算定上の基礎)

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に用いられた当期純利益調整額の主
要な内訳

 当期純利益調整額 (千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要
な内訳

 新株予約権 (株) 3,461 3,635

普通株式増加数 (株) 3,461 3,635

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の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

潜在株式の種類
    新株予約権 ２種類
潜在株式の数   3,202個

―
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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役員の異動については、平成25年５月20日発表の「役員の異動に関するお知らせ」を参照下さい。 

  

６．その他

（１）役員の異動
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