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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 54,504 △12.3 2,083 8.4 2,143 11.9 2,053 38.3
25年3月期第3四半期 62,145 39.4 1,921 34.3 1,914 44.4 1,484 △5.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,096百万円 （41.2％） 25年3月期第3四半期 1,484百万円 （0.7％）

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3四半期 45.90 45.47
25年3月期第3四半期 32.07 31.83

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 21,958 8,933 40.0
25年3月期 27,240 7,157 24.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,784百万円 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 46.93



(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きの対象外であり、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き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、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当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。 

※ 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
②①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3Q 46,785,000 株 25年3月期 46,688,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 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3Q 44,725,718 株 25年3月期3Q 46,277,631 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融緩和政策への期待を反映して、過

度な円高の緩和による輸出企業の収益改善や、企業の設備投資の持ち直しにより、全体としては緩やか

な回復基調となりました。 

しかしながら、新興諸国経済の成長鈍化など世界経済の下振れ要因による影響が懸念されるなど、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、主要通信事業者３社による

iPhoneの取扱いの浸透やアンドロイド端末の新機種の投入などにより、スマートフォン（高機能携帯電

話）の普及が更に進み、携帯電話の契約数に占める割合は全体の半数に迫っており、買い替え需要をめ

ぐる通信事業者間の競争は激しさを増す状況となりました。このような状況の中、当社グループは、強

みとする個人ユーザーを中心とした情報通信ディストリビューターとして業界シェアの拡大に取り組ん

でまいりました。 

この結果、当第３四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7,641百万円減の54,504百万円となりました。また、営業利益は前年

同四半期比161百万円増の2,083百万円、経常利益は前年同四半期比228百万円増の2,143百万円、四半期

純利益は前年同四半期比568百万円増の2,053百万円となりました。 

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、通信事業者各社によるのりかえキャンペーンが強化された

ことに伴う買い替え需要により、スマートフォンやタブレット等の通信端末の普及に注力してまいりま

した。併せて、携帯端末によるモバイル回線と固定回線のネットワーク融合やコンテンツ等の周辺サー

ビスのご提案を強化することで、お客様のより快適な通信環境構築にも注力してまいりました。また、

店舗のリニューアル等の実施により、接客スペースを増加させるなど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407百万円減の52,264百万円、営業利益は前年同四半

期比20百万円減の1,507百万円となりました。 

  

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、前連結会計年度に譲渡しております。 

以上の結果、当事業の売上高は前年同四半期比7,253百万円減の2,150百万円、営業利益は前年同四半

期比146百万円増の622百万円となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ5,281百万円減少し、21,958百万円となりました。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7,057百万円減少し、13,025百万円となりました。負債が減少した

主な要因は、買掛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1,775百万円増加し、8,933百万円となりました。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３四半期連結会計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,266,516 1,831,326

売掛金 11,355,375 7,800,980

商品及び製品 3,875,700 3,736,195

販売用不動産 645,920 600,554

繰延税金資産 764,000 764,000

その他 3,030,475 1,401,101

貸倒引当金 △23,400 △14,668

流動資産合計 20,914,588 16,119,489

固定資産   

有形固定資産 1,500,009 1,383,648

無形固定資産   

のれん 2,285,904 2,031,425

ソフトウエア 34,212 43,281

その他 14,055 15,630

無形固定資産合計 2,334,172 2,090,337

投資その他の資産   

投資有価証券 477,504 558,686

差入保証金 1,730,620 1,569,999

長期滞留債権 880,741 869,844

その他 282,486 236,462

貸倒引当金 △880,104 △870,175

投資その他の資産合計 2,491,248 2,364,817

固定資産合計 6,325,429 5,838,802

資産合計 27,240,017 21,958,291
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,877,936 6,272,476

短期借入金 1,860,000 1,391,000

1年内返済予定の長期借入金 1,480,943 824,802

1年内償還予定の社債 24,100 14,100

未払金 3,918,047 2,445,578

未払法人税等 393,366 59,502

解約調整引当金 10,039 7,104

賞与引当金 211,198 152,652

その他 1,091,363 1,031,740

流動負債合計 17,866,995 12,198,957

固定負債   

長期借入金 1,517,896 426,646

社債 340,350 144,525

繰延税金負債 5,950 21,109

その他 351,118 234,041

固定負債合計 2,215,315 826,323

負債合計 20,082,310 13,025,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,253,842 1,257,808

資本剰余金 1,003,732 1,007,697

利益剰余金 4,793,470 6,810,812

自己株式 △327,740 △327,740

株主資本合計 6,723,305 8,748,578

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 36,345

その他の包括利益累計額合計 1,802 36,345

新株予約権 26,009 29,204

少数株主持分 406,589 118,883

純資産合計 7,157,707 8,933,011

負債純資産合計 27,240,017 21,958,291
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 62,145,263 54,504,228

売上原価 50,712,170 44,106,261

売上総利益 11,433,093 10,397,966

販売費及び一般管理費 9,511,295 8,314,429

営業利益 1,921,798 2,083,537

営業外収益   

受取利息 12,778 12,941

持分法による投資利益 － 53,722

負ののれん償却額 6,481 15,854

助成金収入 5,630 2,073

貸倒引当金戻入額 59,136 18,126

償却債権取立益 7,255 －

その他 28,835 27,193

営業外収益合計 120,118 129,911

営業外費用   

支払利息 96,003 44,039

支払手数料 10,110 12,639

持分法による投資損失 14,543 －

その他 6,641 13,476

営業外費用合計 127,298 70,155

経常利益 1,914,617 2,143,293

特別利益   

固定資産売却益 8,692 72

投資有価証券売却益 21,798 101,115

子会社株式売却益 － 138,990

その他 － 312

特別利益合計 30,490 240,489

特別損失   

固定資産除却損 83,840 38,030

子会社株式売却損 － 2,577

投資有価証券評価損 40,134 10,110

特別損失合計 123,974 50,718

税金等調整前四半期純利益 1,821,133 2,333,064

法人税、住民税及び事業税 315,377 272,502

法人税等調整額 － －

法人税等合計 315,377 272,502

少数株主損益調整前四半期純利益 1,505,755 2,060,561

少数株主利益 21,465 7,455

四半期純利益 1,484,290 2,053,105
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,505,755 2,060,561

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,797 36,425

その他の包括利益合計 △20,797 36,425

四半期包括利益 1,484,958 2,096,987

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,462,744 2,087,648

少数株主に係る四半期包括利益 22,213 9,339
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）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）

㈱パイオン（２７９９）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

－ 9 －
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