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1.  平成21年7月期第3四半期の業績（平成20年8月1日～平成21年4月30日） 

 

(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 ％

21年7月期第3四半期 773 ― △305 ― △276 ― △377 ―
20年7月期第3四半期 2,038 14.5 503 11.2 515 13.4 371 65.2

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7月期第3四半期 △4,117.64 ―
20年7月期第3四半期 3,985.18 ―

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7月期第3四半期 4,420 4,285 96.9 47,392.59
20年7月期 5,025 4,880 97.1 52,662.19

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  4,285百万円 20年7月期  4,880百万円

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7月期 ― 0.00 ― 700.00 700.00
21年7月期 ― 0.00 ―
21年7月期 

（予想）
500.00 500.00

3.  平成21年7月期の業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 1,000 △59.6 △474 ― △442 ― △545 ― △6,026.96
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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 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） 21年7月期第3四半期 95,620株 20年7月期  95,620株
② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  5,193株 20年7月期  2,938株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第3四半期 91,582株 20年7月期第3四半期 93,211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）本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想のみに全面的に依拠して投資判
断を下すことは控えられるようお願いいたします。また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おき下さ
い。なお、業績予想に関する事項は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下さい。 
（2）通期の業績予想に関する事項につきましては、平成21年６月１日公表の「業績予想の修正、特別損失の計上並びに配当予想の修正に関するお知ら
せ」並びに平成21年６月４日公表の「（訂正）業績予想の修正、特別損失の計上並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（3）当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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  国内の移動体通信分野では、携帯電話端末の多様な販売方法の導入や、ナンバーポータビリティ制度導入による

 加入者獲得競争、音楽・映像等のコンテンツサービスの提供等により積極的な販促活動が展開される中、次世代の

 移動体通信方式となるLTE（Long Term Evolution）への開発投資や、WiMAX等の新技術のサービスへの展開が進め 

 られております。また、固定通信分野におきましても光ファイバを中心としたブロードバンドサービスが進展し、

 IP化に伴うサービスの融合化が加速しております。 

  これらの新技術、新サービスの導入に伴い、積極的な研究開発投資が見込まれる一方で、サービスの低価格傾向

 は定着しており、世界的な金融危機と景気減速もあり、通信各社の研究開発、設備投資は、選別的な姿勢が継続さ

 れるものと予想されます。 

 このような状況の中、当社では、以下の営業、マーケティング及び研究開発活動を行いました。 

 (ⅰ) 第３世代移動体通信向け製品のバージョン・アップ及びHSPA方式に対応した新製品開発及び販売  

 (ⅱ) 次世代移動体通信向け製品の開発及び販売 

 (ⅲ) 次世代IPネットワークに対応した製品開発及び販売 

 (ⅳ) WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave AXess）に対応した商材開拓及び販売 

 (ⅴ) 次世代ネットワークに対応した製品の開発及び販売 

 その結果、当第３四半期累計期間における事業セグメント別の売上高は以下のとおりとなりました。 

 （モバイルネットワークテスト）648,955千円（前年同期比64.2％減） 

   当事業セグメントの売上高は、648,955千円となりました。WiMAX対応製品の販売は前年同期比を上回ったもの

の、HSPA対応基地局向け及び次世代移動体通信向け製品の販売が前年同期比を下回ったことによるものです。 

 （ＩＰネットワークテスト）122,950千円（前年同期比44.9％減） 

   当事業セグメントの売上高は、122,950千円となりました。前期に発売を開始したイーサネットサービス向け

のフィールドテスト用途の新製品「サービステスタ」は前年同期比を上回ったものの、IPネットワーク対応製品

及び、無線LAN向けテスタの販売が前年同期比を下回ったことによるものです。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高773,483千円（前年同期比62.1％減）、営業損失305,269千

円、経常損失276,064千円となりました。また、固定資産の減損損失を計上し、繰延税金資産の回収可能性を見直し

た結果、四半期純損失は377,101千円となりました。 

  

（1）資産負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は3,843,185千円であり、前事業年度末に比べて750,399千円減少

しております。現金及び預金が238,725千円、売掛金が436,598千円減少したことが主な要因であります。 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は577,261千円であり、前事業年度末に比べて145,815千円増加し

ております。投資有価証券が248,445千円増加し、減損損失86,514千円計上したことが主な要因であります。 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は134,876千円であり、前事業年度末に比べて9,316千円減少して

おります。賞与引当金が15,304千円増加し、未払消費税等が39,297千円減少したことが主な要因であります。 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は4,285,570千円であり、前事業年度末に比べて595,267千円減少して

おります。四半期純損失が計上されたことにより、利益剰余金が441,979千円減少し、自己株式が65,400千円増加、

その他有価証券評価差額金を△87,887千円計上したことによるものであります。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ238,725千円

減少し、3,562,498千円となりました。当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 税引前四半期純損失363,938千円に対し、減価償却費82,068千円、減損損失86,514千円、売上債権の減少額434,311

千円、たな卸資産の減少額106,509千円があり、未払消費税等の減少額39,297千円があった結果、営業活動によって

増加した資金は307,168千円（前年同期 727,824千円の収入）となりました。 

（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68,370千円、投資有価証券の取得による支出335,900千円があり、その結果、投資

活動によって使用した資金は416,054千円（前年同期 126,080千円の収入）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払による支出が63,751千円、自己株式取得による支出66,087千円により、財務活動によって使用した資

金は129,839千円（前年同期 105,355千円の支出)となりました。 

  

※ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を適

用しておりますので、前年同期増減率及び金額に関する情報は参考として記載しております。  

  

 平成21年７月期の業績予想につきましては、第３四半期累計期間における業績の進捗や今後の市場環境を勘案し、

業績予想の見直しを行なった結果、通期の業績予想を修正しております。当該予想に関する詳細は、平成21年６月１

日に公表いたしました「業績予想の修正、特別損失の計上並びに配当予想の修正に関するお知らせ」並びに平成21年

６月４日に公表いたしました「（訂正）業績予想の修正、特別損失の計上並びに配当予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。   

該当事項はありません。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期累計期間の売上総利益が784千円減少し、営業損

失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ784千円増加しております。  

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３四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,062,498 3,301,224

受取手形 2,286 －

売掛金 63,220 499,819

有価証券 500,000 500,000

商品及び製品 83,551 123,638

仕掛品 19,353 52,514

原材料及び貯蔵品 20,965 54,226

その他 91,310 62,161

流動資産合計 3,843,185 4,593,584

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,418 9,317

工具、器具及び備品（純額） 120,588 209,632

有形固定資産合計 128,007 218,950

無形固定資産 35,526 31,713

投資その他の資産 413,727 180,781

固定資産合計 577,261 431,445

資産合計 4,420,447 5,025,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,311 41,265

未払金 21,509 15,894

賞与引当金 40,321 25,017

その他 24,734 62,016

流動負債合計 134,876 144,193

負債合計 134,876 144,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,359,350 1,359,350

資本剰余金 1,500,547 1,500,547

利益剰余金 1,756,683 2,198,662

自己株式 △243,124 △177,723

株主資本合計 4,373,457 4,880,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87,887 －

評価・換算差額等合計 △87,887 －

純資産合計 4,285,570 4,880,837

負債純資産合計 4,420,447 5,025,030
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 773,483

売上原価 413,498

売上総利益 359,984

販売費及び一般管理費 665,254

営業損失（△） △305,269

営業外収益  

受取利息及び配当金 19,859

為替差益 8,891

その他 1,176

営業外収益合計 29,927

営業外費用  

支払利息 36

支払手数料 686

営業外費用合計 722

経常損失（△） △276,064

特別損失  

固定資産除却損 1,359

減損損失 86,514

特別損失合計 87,874

税引前四半期純損失（△） △363,938

法人税、住民税及び事業税 1,800

法人税等調整額 11,363

法人税等合計 13,163

四半期純損失（△） △377,101

株式会社アルチザネットワークス （6778） 平成21年７月期　第３四半期決算短信

-  6  -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △363,938

減価償却費 82,068

減損損失 86,514

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,304

受取利息及び受取配当金 △19,859

支払利息 36

固定資産除却損 1,359

売上債権の増減額（△は増加） 434,311

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,509

仕入債務の増減額（△は減少） 7,046

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,297

その他 △20,312

小計 289,742

利息及び配当金の受取額 19,960

利息の支払額 △36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,168

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 △68,370

無形固定資産の取得による支出 △9,602

投資有価証券の取得による支出 △335,900

その他 △2,181

投資活動によるキャッシュ・フロー △416,054

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △66,087

配当金の支払額 △63,751

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △238,725

現金及び現金同等物の期首残高 3,801,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,562,498
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年７月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,038,215

Ⅱ 売上原価  746,342

売上総利益  1,291,873

Ⅲ 販売費及び一般管理費  788,404

営業利益  503,468

Ⅳ 営業外収益  12,686

Ⅴ 営業外費用  439

経常利益  515,716

Ⅵ 特別損失  169

税引前四半期純利益  515,546

税金費用  144,085

四半期純利益  371,462
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年７月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  515,546

減価償却費  118,392

賞与引当金の増加額      22,920

受取利息及び受取配当金  △10,925

支払利息  10

固定資産売却損  144

固定資産除却損   24

売上債権の減少額   311,792

たな卸資産の減少額   142,184

仕入債務の減少額   △97,001

未払消費税等の増加額   19,047

その他  △3,245

小計  1,018,891

利息及び配当金の受取額   10,420

利息の支払額   △12

法人税等の支払額  △301,475

営業活動によるキャッシュ・フロー  727,824

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の払戻による収入  200,000

有形固定資産の取得による支出  △60,160

無形固定資産の取得による支出   △8,216

無形固定資産の売却による収入   1

その他   △5,543

投資活動によるキャッシュ・フロー  126,080

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返済による支出   △3,000

自己株式取得による支出   △47,548

配当金の支払額   △54,807

財務活動によるキャッシュ・フロー  △105,355

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  748,548

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,086,942

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  3,835,490
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