
 

   

   

   

   

 
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    ： 有 
  

 

   

   

 
  

 
(注)平成23年12月期第２四半期及び平成22年12月期第２四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。 
平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は「(ご参考)株式分割に伴う遡及修正

値」をご覧ください。 

    

   

   

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は「(ご参考)株式分割に伴う遡及修正
値」をご覧ください。 

  

   

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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 (百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第２四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日）

 (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 ％ 

23年12月期第２四半期 6,775 △6.0 171 △23.9 169 △24.1 110 △15.6 
22年12月期第２四半期 7,207 25.7 224 1,109.9 223 1,454.3 131 ― 

 
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 

23年12月期第２四半期 56 56 ―  

22年12月期第２四半期 20,097 09 ―  

 (2) 財政状態  

 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 

23年12月期第２四半期 4,536 1,528 33.7 779 12 

22年12月期 4,092 1,444 35.3 736 05 

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 1,528百万円 22年12月期 1,444百万円

2. 配当の状況

 
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 

22年12月期 ―  3,450 00 ―  11 50 3,461 50 

23年12月期 ―  11 50       

23年12月期(予想)     ―  11 50 23 00 

3. 平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

 (％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
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 15,000 9.3 236 △24.3 234 △24.3 142 △20.0 72 38 
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(注) 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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。 

  

※ 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財務諸表のレビュー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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 2,011,500株 22年12月期 2,011,500株 

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 49,500株 22年12月期 49,500株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Ｑ 1,962,000株 22年12月期2Ｑ 6,540株 



  
（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値 

  

当社は、平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割いたしました。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりであります。 

  

 
  

 

  
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 

23年12月期第２四半期 56 56 ―   

22年12月期第２四半期 66 99 ―   

  １株当たり配当金 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年12月期 ―   11 50 ―   11 50 23 00 

23年12月期 ―   11 50        
23年12月期(予想)     ―  11 50 23 00 
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当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が大きく残り、電力供給不足や原

発危機など懸念すべき問題も多く、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、BCP（企業継続）の観点から、バックアップや

クラウドサービスが注目を浴びたものの、市場の活性化には至りませんでした。 

このような状況の下、当社は強みである在庫戦略を活かし、市場ニーズを捉えた商品を短納期で提供

できる体制を強化することで売上の拡大に努めてまいりました。また、大阪支店及び広島支店の新規開

設等により、販売費及び一般管理費が増加いたしました。 

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は3,342,609千円（前年同四半期比1.8％増）、経常利益

は65,018千円（前年同四半期比6.4％減）、四半期純利益は42,498千円（前年同四半期比2.3％減）とな

りました。 

震災の影響により、商品入荷の遅滞や、顧客企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続いたことか

ら、売上高は2,819,782千円、営業利益は79,734千円となりました。 

新規取引の拡大が順調であったことと、事業譲受により売上高は増加しましたが、顧客の引継ぎ

や、支店の新規開設に伴い、販売費及び一般管理費が増加したことにより、売上高は516,505千円、

営業損失は12,372千円となりました。 

その他におきましては、派遣事業等を行っております。  

その他全体での売上高は6,321千円、営業損失は865千円となりました。  

  

（流動資産）  

当第２四半期会計期間末の流動資産の残高は、3,923,905千円（前事業年度末は3,871,973千円）と

なり、51,931千円増加いたしました。現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金が増加し

たことが大きな要因であります。 

（固定資産）  

当第２四半期会計期間末の固定資産の残高は、612,564千円（前事業年度末は220,224千円）とな

り、392,340千円増加いたしました。無形固定資産の増加が大きな要因であります。 

（流動負債）  

当第２四半期会計期間末の流動負債の残高は、2,368,262千円（前事業年度末は2,643,266千円）と

なり、275,004千円減少いたしました。短期借入金の減少が大きな要因であります。 

（固定負債）  

当第２四半期会計期間末の固定負債の残高は、639,574千円（前事業年度末は4,805千円）となり、

634,769千円増加いたしました。長期借入金の増加が大きな要因であります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ84,506千円増加し1,528,633千円と

なりました。自己資本比率は35.3％から33.7％に減少しました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

①  情報機器販売事業

②  アスクルエージェント事業

③  その他

(2) 財政状態に関する定性的情報

①  資産、負債及び純資産の状況 
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当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第１四半期会計期

間末と比較して392,341千円減少し、1,070,814千円となりました。 

当第２四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。 

  

営業活動により使用した資金は244,902千円（前年同四半期比302,851千円の支出増）となりまし

た。これは前年同四半期と比べて、たな卸資産の減少額が増加したものの、売上債権の減少額が減少

したことによるものです。 

投資活動により使用した資金は430,378千円（前年同四半期比353,879千円の支出増）となりまし

た。これは前年同四半期と比べて、無形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。 

財務活動により得られた資金は282,939千円（前年同四半期比475,501千円の収入増）となりまし

た。これは前年同四半期と比べて、短期借入金の増加額が増加したこと及び長期借入による収入が増

加したことによるものです。 

  

平成23年７月28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。 

  

  

②  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)

(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)

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

 (1)四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,236,814 1,364,895

受取手形及び売掛金 2,199,194 2,027,140

商品 445,260 446,677

その他 55,611 56,423

貸倒引当金 △12,975 △23,163

流動資産合計 3,923,905 3,871,973

固定資産

有形固定資産 49,270 30,784

無形固定資産 411,197 39,073

投資その他の資産

投資有価証券 29,527 35,861

その他 196,996 189,329

貸倒引当金 △74,427 △74,824

投資その他の資産合計 152,096 150,366

固定資産合計 612,564 220,224

資産合計 4,536,470 4,092,198

負債の部

流動負債

買掛金 1,732,199 1,797,623

短期借入金 100,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 339,229 242,708

未払法人税等 63,714 112,728

賞与引当金 42,869 37,584

その他 90,249 152,622

流動負債合計 2,368,262 2,643,266

固定負債

長期借入金 624,135 4,805

その他 15,439 －

固定負債合計 639,574 4,805

負債合計 3,007,836 2,648,071
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22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 1,099,587 1,011,181

自己株式 △14,979 △14,979

株主資本合計 1,536,472 1,448,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,838 △3,940

評価・換算差額等合計 △7,838 △3,940

純資産合計 1,528,633 1,444,126

負債純資産合計 4,536,470 4,092,198
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(2) 四半期損益計算書

  【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 7,207,715 6,775,193

売上原価 6,223,270 5,780,419

売上総利益 984,444 994,773

販売費及び一般管理費 759,627 823,695

営業利益 224,816 171,077

営業外収益

受取利息 510 202

受取配当金 656 667

広告料収入 600 －

受取遅延損害金 － 428

その他 832 665

営業外収益合計 2,599 1,962

営業外費用

支払利息 3,994 3,551

その他 8 4

営業外費用合計 4,003 3,555

経常利益 223,413 169,485

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 9,234

特別利益合計 － 9,234

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,658

特別損失合計 － 1,658

税引前四半期純利益 223,413 177,060

法人税、住民税及び事業税 93,162 60,802

法人税等調整額 △1,184 5,289

法人税等合計 91,978 66,092

四半期純利益 131,434 110,968
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  【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 3,282,159 3,342,609

売上原価 2,823,457 2,839,112

売上総利益 458,701 503,496

販売費及び一般管理費 388,188 437,000

営業利益 70,513 66,496

営業外収益

受取利息 40 8

受取配当金 646 657

受取遅延損害金 － 268

その他 107 118

営業外収益合計 793 1,052

営業外費用

支払利息 1,803 2,529

その他 7 1

営業外費用合計 1,811 2,531

経常利益 69,496 65,018

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,119 4,605

特別利益合計 4,119 4,605

税引前四半期純利益 73,616 69,623

法人税、住民税及び事業税 42,952 37,599

法人税等調整額 △12,834 △10,474

法人税等合計 30,117 27,125

四半期純利益 43,499 42,498
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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２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30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 223,413 177,060

減価償却費 5,024 16,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,230 △9,234

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,194 5,285

受取利息及び受取配当金 △1,167 △869

支払利息 3,994 3,551

売上債権の増減額（△は増加） △242,661 △173,007

たな卸資産の増減額（△は増加） 200,224 1,343

仕入債務の増減額（△は減少） 96,550 △65,423

その他 32,077 △61,473

小計 340,881 △106,448

利息及び配当金の受取額 1,087 867

利息の支払額 △3,880 △4,120

法人税等の支払額 △19,058 △109,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,029 △219,052

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 △158,000 △144,000

定期預金の払戻による収入 177,000 153,000

無形固定資産の取得による支出 － △391,043

敷金及び保証金の回収による収入 95,385 －

その他 △2,314 △11,558

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,071 △393,602

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） △200,000 △200,000

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △185,124 △184,149

配当金の支払額 △45,119 △22,278

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,243 493,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 858 △119,081

現金及び現金同等物の期首残高 1,156,774 1,189,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,157,632 1,070,814
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該当事項はありません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、主に「情報機器販売事業」、「アスクルエージェント事業」により構成されているため、こ

の２つの事業を報告セグメントとしております。 

 「情報機器販売事業」は主にコンピューター、プリンター等の販売及びそれに付帯する設置保守のサ

ービス等を行っており、「アスクルエージェント事業」は、主にアスクル代理店を行っております。 

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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、派遣事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益であります。 

  

当第２四半期会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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、派遣事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益であります。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

(5) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注) １

合計 調整額

四半期損益
計算書計上

額 
(注）２

情報機器販
売事業

アスクルエ
ージェント
事業

計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売
上高又は振替高

5,906,174

―

855,603

―

6,761,777

―

13,415

―

6,775,193

―

―

―

6,775,193

―

計 5,906,174 855,603 6,761,777 13,415 6,775,193 ― 6,775,193

セグメント利益又は
損失(△)

187,827 △14,197 173,630 △2,552 171,077 ― 171,077

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注) １

合計 調整額

四半期損益
計算書計上

額 
(注）２

情報機器販
売事業

アスクルエ
ージェント
事業

計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売
上高又は振替高

2,819,782

―

516,505

―

3,336,288

―

6,321

―

3,342,609

―

―

―

3,342,609

―

計 2,819,782 516,505 3,336,288 6,321 3,342,609 ― 3,342,609

セグメント利益又は
損失(△)

79,734 △12,372 67,361 △865 66,496 ― 66,496
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該当事項はありません。 

  

  

(6) 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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