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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注）平成22年12月期第１四半期及び平成21年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するもの
の、希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

(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 ％

22年12月期第1四半期 3,925 23.1 150 112.3 149 118.1 87 118.3
21年12月期第1四半期 3,187 ― 70 ― 68 ― 40 ―

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

22年12月期第1四半期 13,445.85 ―

21年12月期第1四半期 6,024.97 ―

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

22年12月期第1四半期 4,588 1,379 30.1 210,861.88
21年12月期 3,925 1,337 34.1 204,541.11

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  1,379百万円 21年12月期  1,337百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年12月期 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 6,900.00 6,900.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

7,000 22.1 183 884.9 170 ― 98 ― 14,984.71

通期 13,200 16.6 203 140.8 186 142.4 107 ― 16,360.86
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 6,705株 21年12月期  6,705株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  165株 21年12月期  165株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 6,540株 21年12月期第1四半期 6,685株

※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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】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１四半期会計期間におけるわが国経済は、雇用情勢は依然として厳しく、デフレの影響など景気を下押しする

リスクが存在するものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に景気の持ち直し傾向が続きました。 

 当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、企業収益の改善により設備投資は下げ止まりつつあり、需要

回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、昨年からのメーカーによる生産調整の影響により、一部の商品に

ついては、供給不足が見られました。 

 このような状況の下、当社は強みである在庫戦略の強化を図り、価格競争力のある商品を短納期で提供すること

で、売上の拡大に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は 千円、経常利益は 千円、四半期純利益は 千

円となりました。 

（１）コンピュータ事業 

 法人市場の需要回復を機に、市場ニーズに合わせた販売戦略を図れたことにより、売上高は 千円と

なりました。 

（２）アスクル＆サプライ事業 

 特にアスクル事業の取引拡大が順調に図れたことにより、売上高は 千円となりました。 

（３）サービス＆サポート事業 

 既存取引先との安定的な取引が進み、売上高は 千円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 当第１四半期会計期間末の流動資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円増加いたしました。売掛金が増加したことが主な要因であります。 

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末の固定資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千

円減少いたしました。差入保証金が減少したことが主な要因であります。 

（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末の流動負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円増加いたしました。買掛金が増加したことが主な要因であります。 

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末の固定負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千

円減少いたしました。長期借入金の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ 千円増加し 千円となりまし

た。四半期純利益を 千円計上したものの、配当の支払による利益剰余金が 千円減少したことによる

ものです。自己資本比率は34.1%から30.1%に減少しました。 

 なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ 円77銭増加し 円88銭となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して

千円増加し、 千円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により得られた資金は 千円（前年同四半期比 千円の収入増）となりました。これは主

に売上債権の増加 千円があったものの、税引前四半期純利益 千円及び仕入債務の増加 千

円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により得られた資金は 千円（前年同四半期比 千円の収入増）となりました。これは主

に定期預金の預入による支出 千円があったものの、定期預金の払戻による収入 千円及び敷金及び

保証金の回収による収入 千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は 千円（前年同四半期比 千円の支出増）となりました。これは長

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

3,925,555 149,796 87,935

3,345,013

419,225

161,316

２．財政状態に関する定性的情報

4,392,436 3,665,558

726,877

196,045 260,047 64,001

3,014,580 2,340,394

674,185

194,865 247,513 52,648

41,337 1,379,036

87,935 45,126

6,320 210,861

211,970 1,368,745

261,080 161,796

800,971 149,796 748,153

188,570 132,953

78,500 177,000

92,139

237,681 340,795
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期借入金の返済 千円及び短期借入金の返済 千円があったことによるものです。 

  

 平成22年４月26日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想から、現在のところ変更

はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

92,562 100,000

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,503,043 1,389,573 

受取手形及び売掛金 2,553,367 1,753,328 

商品 297,529 426,459 

その他 53,064 106,347 

貸倒引当金 △14,568 △10,150 

流動資産合計 4,392,436 3,665,558 

固定資産   

有形固定資産 31,591 33,199 

無形固定資産 11,971 11,696 

投資その他の資産   

投資有価証券 38,509 40,093 

その他 192,738 253,133 

貸倒引当金 △78,766 △78,075 

投資その他の資産合計 152,482 215,152 

固定資産合計 196,045 260,047 

資産合計 4,588,481 3,925,606 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,276,704 1,528,550 

短期借入金 200,000 300,000 

1年内返済予定の長期借入金 330,334 370,248 

未払法人税等 51,822 21,275 

賞与引当金 19,469 19,330 

その他 136,250 100,990 

流動負債合計 3,014,580 2,340,394 

固定負債   

長期借入金 194,865 247,513 

固定負債合計 194,865 247,513 

負債合計 3,209,445 2,587,907 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,865 250,865 

資本剰余金 201,000 201,000 

利益剰余金 944,242 901,432 

自己株式 △14,979 △14,979 

株主資本合計 1,381,127 1,338,317 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,091 △619 

評価・換算差額等合計 △2,091 △619 

純資産合計 1,379,036 1,337,698 

負債純資産合計 4,588,481 3,925,606 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,187,940 3,925,555 

売上原価 2,770,124 3,399,812 

売上総利益 417,815 525,742 

販売費及び一般管理費 347,077 375,559 

営業利益 70,738 150,183 

営業外収益   

受取利息 1,108 470 

受取配当金 20 10 

協賛金収入 － 400 

広告料収入 － 600 

その他 329 325 

営業外収益合計 1,458 1,805 

営業外費用   

支払利息 3,327 2,191 

その他 179 1 

営業外費用合計 3,507 2,192 

経常利益 68,689 149,796 

税引前四半期純利益 68,689 149,796 

法人税、住民税及び事業税 24,648 50,210 

法人税等調整額 3,764 11,650 

法人税等合計 28,412 61,860 

四半期純利益 40,276 87,935 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 68,689 149,796 

減価償却費 1,370 2,502 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,635 5,350 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,951 139 

受取利息及び受取配当金 △1,128 △480 

支払利息 3,327 2,191 

売上債権の増減額（△は増加） △516,863 △800,971 

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,964 128,759 

仕入債務の増減額（△は減少） 630,405 748,153 

その他 △3,108 46,323 

小計 160,414 281,764 

利息及び配当金の受取額 1,063 400 

利息の支払額 △3,492 △2,131 

法人税等の支払額 △58,700 △18,952 

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,284 261,080 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △72,500 △78,500 

定期預金の払戻による収入 129,000 177,000 

敷金及び保証金の回収による収入 － 92,139 

その他 △882 △2,068 

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,617 188,570 

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） △250,000 △100,000 

長期借入れによる収入 500,000 － 

長期借入金の返済による支出 △94,085 △92,562 

自己株式の取得による支出 △6,543 － 

配当金の支払額 △46,257 △45,119 

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,114 △237,681 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,016 211,970 

現金及び現金同等物の期首残高 1,391,178 1,156,774 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,649,194 1,368,745 
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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）継続企業の前提に関する注記

（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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