
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社パイオン 上場取引所 東 
コード番号 2799 URL http://www.pion.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 橋本 直樹
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 松浦 友功 TEL 0120-045-036
四半期報告書提出予定日 平成25年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

(注）平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割いたしました。１株あたり四半期純利益及び潜在株式調整後１株あたり四半期純利益に
つきましては、株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(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 ％

26年3月期第2四半期 34,916 △8.5 1,232 2.5 1,275 5.8 1,200 37.8
25年3月期第2四半期 38,167 68.4 1,201 52.2 1,205 68.4 871 △6.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,237百万円 （42.5％） 25年3月期第2四半期 868百万円 （△3.5％）

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

26年3月期第2四半期 26.86 26.61
25年3月期第2四半期 18.70 18.56

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 21,224 8,079 37.3
25年3月期 27,240 7,157 24.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  7,919百万円 25年3月期  6,725百万円

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  
当期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00
26年3月期 ― 0.00
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、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  
平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割いたしました。平成26年３月期の連結業績予想における通期の１株あたり当期純利益につき
ましては、株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

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 73,000 △18.3 2,900 5.6 2,700 0.0 2,100 △10.9 46.96



(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） 

（注）平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割いたしました。期末発行済株式数（自己株式を含む）および期中平均株式数（四半
期累計）につきましては、株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

※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
半期連結財務諸表に対する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 
１．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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
２．当社は、平成25年８月21日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式
１株を100株へ分割し、単元株式数を100株とすることとしております。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 46,712,400 株 25年3月期 46,688,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,983,900 株 25年3月期 1,983,900 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 44,709,721 株 25年3月期2Q 46,616,008 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済対策や日銀の大規模金融緩和

などの政策効果により、過度な円高の修正による輸出企業の収益改善や株高による消費者マインドの向

上がみられました。 

しかしながら、米国では金融緩和策縮小が当初市場予想よりも先延ばしとなり、また、中国をはじめ

とする新興国の景気減速感の強まりや、国内においては消費税率の引き上げによる景気の下押し懸念な

どにより依然先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主力事業である情報インフラの市場におきましては、９月後半に販売が開始された

iPhoneの新機種が主要通信事業者で取扱いされる状況となったことにより、高速データ通信サービスや

料金体系を差別化要因としたモバイルナンバーポータビリティ（ＭＮＰ）競争がより一層激化する状況

となりました。 

このような環境のもと、当社グループでは主力商材であるスマートフォンを中心とするモバイル通信

端末の販売に注力し、取扱いの通信キャリア各社の施策に柔軟に対応しながら、販売強化を行ってまい

りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、前連結会計年度末に実施した事業譲渡の影響

もあり、売上高は前年同四半期比3,251百万円減の34,916百万円となりました。また、営業利益は前年

同四半期比30百万円増の1,232百万円、経常利益は前年同四半期比69百万円増の1,275百万円、四半期純

利益は前年同四半期比329百万円増の1,200百万円となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

モバイル通信端末の販売におきましては、従来型携帯電話からスマートフォンへの買い替えキャンペ

ーンならびに、のりかえキャンペーンによる買い替え需要への対応に注力してまいりました。また、店

舗の統廃合などにより、店舗あたりの生産性の向上に引き続き取り組んでまいりました。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比860百万円増の33,299百万円、営業利益は前年同四半

期比19百万円増の894百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

〔情報インフラ事業〕
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法人ソリューション事業におきましては、ホームページの制作コンサルティング、モバイルサイト自

動変換システムの中小事業者向け販売に引き続き注力いたしました。なお、当社グループは法人向け携

帯電話販売事業等につきましては、前連結会計年度末に譲渡しており、ホームページ製作コンサルティ

ング事業につきましては、平成25年10月１日付にて会社分割により株式会社ヴィクセスを新設しており

ます。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比4,133百万円減の1,538百万円、営業利益は前年同四半

期比12百万円減の377百万円となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ6,015百万円減少し、21,224百万円となりました。総資産が減少

した主な要因は、売掛金および商品及び製品の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ6,938百万円減少し、13,144百万円となりました。負債が減少した

主な要因は、買掛金、未払金の減少および借入金の返済によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ922百万円増加し、8,079百万円となりました。純資産が増加した

主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成25年５月20日に公表いたしま

した通期の業績予想に変更はありません。 

  

〔法人ソリューション事業〕

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,266,516 1,737,609

売掛金 11,355,375 7,373,016

商品及び製品 3,875,700 3,038,856

販売用不動産 645,920 587,751

繰延税金資産 764,000 764,000

その他 3,030,475 1,739,412

貸倒引当金 △23,400 △17,887

流動資産合計 20,914,588 15,222,759

固定資産   

有形固定資産 1,500,009 1,460,896

無形固定資産   

のれん 2,285,904 2,105,236

ソフトウエア 34,212 38,266

その他 14,055 14,055

無形固定資産合計 2,334,172 2,157,558

投資その他の資産   

投資有価証券 477,504 537,589

差入保証金 1,730,620 1,599,600

長期滞留債権 880,741 872,621

その他 282,486 246,024

貸倒引当金 △880,104 △872,975

投資その他の資産合計 2,491,248 2,382,859

固定資産合計 6,325,429 6,001,314

資産合計 27,240,017 21,224,074
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,877,936 6,332,152

短期借入金 1,860,000 1,219,000

1年内返済予定の長期借入金 1,480,943 883,763

1年内償還予定の社債 24,100 14,100

未払金 3,918,047 2,373,400

未払法人税等 393,366 182,729

解約調整引当金 10,039 7,309

賞与引当金 211,198 152,311

その他 1,091,363 934,293

流動負債合計 17,866,995 12,099,059

固定負債   

長期借入金 1,517,896 609,205

社債 340,350 183,300

繰延税金負債 5,950 18,981

その他 351,118 233,708

固定負債合計 2,215,315 1,045,195

負債合計 20,082,310 13,144,255

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,253,842 1,254,826

資本剰余金 1,003,732 1,004,715

利益剰余金 4,793,470 5,958,674

自己株式 △327,740 △327,740

株主資本合計 6,723,305 7,890,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,802 29,468

その他の包括利益累計額合計 1,802 29,468

新株予約権 26,009 29,122

少数株主持分 406,589 130,750

純資産合計 7,157,707 8,079,819

負債純資産合計 27,240,017 21,224,074
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 38,167,853 34,916,630

売上原価 30,498,698 28,112,242

売上総利益 7,669,154 6,804,388

販売費及び一般管理費 6,467,318 5,572,214

営業利益 1,201,835 1,232,173

営業外収益   

受取利息 8,861 8,726

負ののれん償却額 6,481 15,854

貸倒引当金戻入額 55,456 12,107

持分法による投資利益 － 39,303

償却債権取立益 6,860 －

助成金収入 4,824 1,706

その他 20,787 19,857

営業外収益合計 103,273 97,555

営業外費用   

支払利息 70,637 33,135

支払手数料 7,610 10,107

持分法による投資損失 16,435 －

その他 5,106 11,319

営業外費用合計 99,789 54,562

経常利益 1,205,318 1,275,166

特別利益   

投資有価証券売却益 11,210 6,555

子会社株式売却益 － 138,990

固定資産売却益 312 72

その他 － 312

特別利益合計 11,523 145,929

特別損失   

固定資産除却損 60,750 34,690

投資有価証券評価損 29,238 10,110

特別損失合計 89,988 44,801

税金等調整前四半期純利益 1,126,853 1,376,295

法人税、住民税及び事業税 235,229 168,041

法人税等調整額 － －

法人税等合計 235,229 168,041

少数株主損益調整前四半期純利益 891,623 1,208,253

少数株主利益 19,854 7,285

四半期純利益 871,769 1,200,967
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 891,623 1,208,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,986 29,105

その他の包括利益合計 △22,986 29,105

四半期包括利益 868,637 1,237,358

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 849,841 1,227,429

少数株主に係る四半期包括利益 18,795 9,928
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,126,853 1,376,295

減価償却費 250,517 212,313

のれん償却額 186,833 184,562

負ののれん償却額 △6,481 △15,854

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67,150 △12,204

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △39,695

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,716 △54,671

解約調整引当金の増減額（△は減少） 232 △2,729

受取利息及び受取配当金 △10,064 △8,726

支払利息 70,637 33,135

持分法による投資損益（△は益） 16,435 △39,303

固定資産売却損益（△は益） △312 △72

投資有価証券売却損益（△は益） △11,210 △6,555

子会社株式売却損益（△は益） － △138,990

固定資産除却損 60,750 34,690

投資有価証券評価損益（△は益） 29,238 10,110

売上債権の増減額（△は増加） 2,475,575 4,298,242

たな卸資産の増減額（△は増加） 283,793 889,263

仕入債務の増減額（△は減少） △1,830,895 △2,888,243

未払金の増減額（△は減少） △37,758 △1,092,081

その他 △715,081 737,030

小計 1,831,629 3,476,517

利息及び配当金の受取額 10,016 8,659

利息の支払額 △70,965 △33,116

法人税等の支払額 △75,276 △327,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,695,403 3,124,359

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 △553,855 △262,909

有形及び無形固定資産の売却による収入 242,000 1,281

投資有価証券の取得による支出 － △1,700

投資有価証券の売却による収入 51,553 138,682

事業譲渡による収入 － 669,479

差入保証金の差入による支出 △54,829 △11,031

差入保証金の回収による収入 150,498 53,834

貸付けによる支出 △10,028 －

貸付金の回収による収入 131,265 11,531

子会社株式の取得による支出 △244,800 △268,709

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△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

－ 25,544

その他 82,300 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △619,983 356,013
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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） 900,000 △641,000

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,827,268 △1,505,870

社債の償還による支出 △232,050 △167,050

セールアンド割賦バック取引による収入 1,125,341 －

セールアンド割賦バック取引による支出 － △655,365

配当金の支払額 △27,667 △35,384

その他 △1,134 △4,609

財務活動によるキャッシュ・フロー △362,779 △3,009,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 712,640 471,092

現金及び現金同等物の期首残高 2,348,653 1,266,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,061,294 1,737,609
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）四半期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）

（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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