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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(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 ％

21年12月期第1四半期 703 ― △17 ― △23 ― △18 ―

20年12月期第1四半期 635 △7.1 11 120.6 10 142.4 4 44.7

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

21年12月期第1四半期 △2,007.59 ―

20年12月期第1四半期 516.75 ―

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

21年12月期第1四半期 2,292 1,006 43.9 107,036.11
20年12月期 2,437 1,015 41.6 107,796.53

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  1,006百万円 20年12月期  1,013百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 800.00 800.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,200.00 1,200.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結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 
連結累計期間

1,705 ― 15 ― 11 ― 4 ― 507.26

通期 3,415 ― 85 ― 77 ― 27 ― 2,883.35



4.  その他 

(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）  有  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結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（四半期連結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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 1社 （ 社名
株式会社ジャパン・モバイル・プラット
ホーム

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 9,489株 20年12月期  9,489株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  84株 20年12月期  84株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 9,405株 20年12月期第1四半期 9,489株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、金融市場に端を発した混乱が世界的な経済にまで影響

を及ぼし、先行き不透明感が極めて強い状況で推移しました。 

 ネットワーク市場におきましては、ネットワーク関連商品の成熟化が進む中、企業の設備投資に対する投資効果

の厳格化傾向に変わりはなく、企業間の競争は一層熾烈になっております。  

 このような経済状況の中、当社は、販促活動とカスタマサポートの強化、営業活動の効率化を通じて既存製品の

拡販に努めたほか、業績貢献が遅れている新規商品については、先端製品に関心の高いエンドユーザへの直販中心

に営業活動を進めてまいりました。また、新規分野であります映像配信、モバイル分野、高度セキュリティ分野に

つきましても新たな収益の柱とすべく取り組みを継続し、その他、子会社によるセーブル事業の早期立ち上げ、ク

ラウドネットワーキングソリューションベンダの米アリスタ・ネットワークス社との代理店契約や通信事業者向け

仮想アプライアンスの開発など仮想化市場及びライフサイクル時期に来ているインフラ系製品の拡充を目指した活

動に取り組んでまいりました。 

 既存商品については、販売体制の整備が進んだAruba社やIronport社商品が堅調に推移したほか、保守を始めとし

たネットワークサービスも順調に推移しました。また、前年度期末直前から出荷が再開された受託開発製品につい

ても納品が進みました。立ち上げに苦慮しております新規商品については営業施策の変更により案件も立ち上がり

つつありますが、業績への貢献までは至っておりません。 

 利益面につきましては、在庫の適正化を図るため一部の在庫について評価減を実施しておりますが、採算性が良

い商品の販売が増加したほか、利益率の高いネットワークサービスの売上構成比が高まったため原価率は改善しま

した。一方、人員増に伴う人件費の増加により販売費及び一般管理費が増加し、また、保有しております投資有価

証券についてその一部につき評価損を計上しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は 千円、営業損失は17,458千円、経常損失は23,230

千円、四半期純損失は18,881千円となりました。 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ144,464千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、商品及び製品が67,553千円増加した一方で、現金及び預金が49,010千円、売上債権が62,787千

円、前渡金が106,278千円減少したことによるものです。 

また、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ135,802千円減少し、 千円と

なりました。これは主に、短期借入金が130,000千円及び前受金が21,974千円減少したことによるものです。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ8,661千円減少し、 千円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末の41.6％から2.3ポイント増加の43.9％となりました。 

(2）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より49,010千円減少

し、 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、105,510千円の収入となりました。これは、主にたな卸資産が60,502千円

増加したこと及び前受金が21,974千円減少したものの、売上債権が62,787千円、前渡金が106,278千円減少したこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、12,340千円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得によ

る支出6,609千円及び子会社株式の取得による支出4,900千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、142,390千円の支出となりました。これは主に短期借入金の返済による純

支出130,000千円、長期借入金の返済による支出6,668千円及び配当金の支払額5,722千円によるものです。 

 業績予想につきましては、平成21年２月13日に公表しました業績予想に変更はありません。 

 既存商品につきましては、販促活動とカスタマサポートの強化、営業活動の効率化を通じて底上げを図ると共に

比較的安定的な設備投資が期待できる文教・公共案件の受注に努め成長を図ってまいります。また、業績貢献が遅

れている新規商品については、メーカとの連携を強化し先端製品に関心の高いエンドユーザへの直販を中心に展開

することで収益化を目指します。新規分野である映像配信、モバイル分野、高度セキュリティ分野につきまして

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

703,150

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,292,860

1,286,186

1,006,674

48,692

３．連結業績予想に関する定性的情報



は、引き続き新たな収益の柱とすべく取り組み、また、子会社によるセーブル事業の早期立ち上げに尽力してまい

ります。 

 なお、本資料で記述されている業績予想及び将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断

したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なることがあります。 

  

 連結子会社であった株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームは、当社が所有する全株式を売却したた

め、当第１四半期連結会計期間において連結範囲から除外しております。 

  

１．簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

１．四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準「（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微です。  

３．リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 48,692 97,702 

受取手形及び売掛金 734,977 797,764 

商品及び製品 335,402 267,848 

仕掛品 196 5,886 

原材料及び貯蔵品 596 1,956 

その他 172,310 276,112 

貸倒引当金 △89 △95 

流動資産合計 1,292,085 1,447,176 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 157,902 163,542 

土地 17,113 17,113 

その他（純額） 29,987 30,125 

有形固定資産合計 205,003 210,781 

無形固定資産   

のれん 4,432 － 

その他 35,055 36,257 

無形固定資産合計 39,488 36,257 

投資その他の資産   

投資有価証券 590,032 572,143 

その他 166,250 170,965 

投資その他の資産合計 756,283 743,109 

固定資産合計 1,000,775 990,148 

資産合計 2,292,860 2,437,324 

負債の部   

流動負債   

買掛金 194,148 179,847 

短期借入金 583,000 713,000 

賞与引当金 2,000 － 

その他 438,683 455,813 

流動負債合計 1,217,831 1,348,660 

固定負債   

長期借入金 66,660 73,328 

その他 1,694 － 

固定負債合計 68,354 73,328 

負債合計 1,286,186 1,421,988 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 366,759 366,759 

資本剰余金 383,009 383,009 

利益剰余金 253,329 274,411 

自己株式 △7,433 △7,433 

株主資本合計 995,664 1,016,747 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,009 △2,920 

評価・換算差額等合計 11,009 △2,920 

少数株主持分 － 1,509 

純資産合計 1,006,674 1,015,336 

負債純資産合計 2,292,860 2,437,324 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 703,150 

売上原価 503,689 

売上総利益 199,460 

販売費及び一般管理費 216,918 

営業損失（△） △17,458 

営業外収益  

受取利息 528 

受取配当金 3 

固定資産賃貸料 5,520 

その他 657 

営業外収益合計 6,709 

営業外費用  

支払利息 2,766 

為替差損 5,297 

減価償却費 3,462 

その他 955 

営業外費用合計 12,482 

経常損失（△） △23,230 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6 

子会社株式売却益 2,010 

特別利益合計 2,016 

特別損失  

固定資産売却損 48 

固定資産除却損 87 

投資有価証券評価損 9,487 

特別損失合計 9,623 

税金等調整前四半期純損失（△） △30,837 

法人税、住民税及び事業税 327 

法人税等調整額 998 

法人税等合計 1,325 

少数株主損失（△） △13,282 

四半期純損失（△） △18,881 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △30,837 

減価償却費 24,737 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 

受取利息及び受取配当金 △531 

支払利息 2,766 

為替差損益（△は益） △210 

有形固定資産売却損益（△は益） 48 

固定資産除却損 87 

投資有価証券評価損益（△は益） 9,487 

子会社株式売却損益（△は益） △2,010 

売上債権の増減額（△は増加） 62,787 

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,502 

前渡金の増減額（△は増加） 106,278 

その他の資産の増減額（△は増加） 3,275 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,540 

未払金の増減額（△は減少） 636 

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,100 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△774 

前受金の増減額（△は減少） △21,974 

未払費用の増減額（△は減少） △152 

預り金の増減額（△は減少） △7,687 

小計 108,057 

利息及び配当金の受取額 49 

利息の支払額 △1,856 

法人税等の支払額 △740 

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,510 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △6,609 

有形固定資産の売却による収入 29 

有形固定資産の除却による支出 △63 

投資有価証券の取得による支出 △741 

子会社株式の取得による支出 △4,900 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△56 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,340 



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 155,000 

短期借入金の返済による支出 △285,000 

長期借入金の返済による支出 △6,668 

配当金の支払額 △5,722 

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,390 

現金及び現金同等物に係る換算差額 210 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,010 

現金及び現金同等物の期首残高 97,702 

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,692 



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 該当事項はありません。 

 当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 

第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高          635,855

Ⅱ 売上原価  452,127

売上総利益  183,727

Ⅲ 販売費及び一般管理費  172,122

営業利益  11,605

Ⅳ 営業外収益  718

１ 受取利息   128

２ 受取配当金   2

３ 受取家賃収入   75

４ 為替差益   277

５ 雑収入  235

Ⅴ 営業外費用  2,227

１ 支払手数料  2,000

２ 雑損失  227

経常利益  10,096

Ⅵ 特別利益  230

１ 貸倒引当金戻入  230

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  10,326

法人税等  5,843

少数株主損失  △420

四半期純利益  4,903



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 

  
 10,326

 減価償却費   21,014

 のれん償却額  330

 貸倒引当金の減少額  △230

 賞与引当金の増加額  8,000

 受取利息及び受取配当金  △130

 為替差益  △4,949

 売上債権の減少額  204,588

 たな卸資産の増加額  △67,931

 前渡金の減少額  7,883

 長期前払費用の減少額  553

 その他流動資産の減少額  7,919

 仕入債務の減少額  △64,026

 未払金の増加額  5,400

 未払消費税等の減少額  △4,577

 未払法人税等の減少額  △3,211

 前受金の減少額  △20,760

 預り金の減少額  △8,085

小計  92,112

 利息及び配当金の受取額  130

 法人税等の支払額   △36,152

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  56,090

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 投資有価証券の売却によ  
る収入  39,318

 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △6,782

 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △2,298

 貸付金の回収による収入  30

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  30,267



  

 当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 配当金の支払額  △8,679

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △8,679

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  4,949

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  82,628

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  31,803

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  114,431

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

６．その他の情報
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