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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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3四半期 1,608 ― △161 ― △160 ― △181 ―

20年12月期第3四半期 1,771 △10.8 △0 ― △7 ― △14 ―

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3四半期 △19,330.33 ―

20年12月期第3四半期 △1,493.44 ―

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3四半期 2,196 826 37.6 87,828.90
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3四半期  826百万円 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  有  
 

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

20年12月期 ― 0.00 ― 800.00 800.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想） 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 2,444 ― △196 ― △194 ― △217 ― △23,072.83



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、４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。 
・ 本日付け「平成21年12月期通期業績予想ならびに配当予想の修正および特別損失の計上、繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」を公表しており
ますのでご参照下さい。 
・ 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3四半期 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3四半期  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3四半期 9,405株 20年12月期第3四半期 9,489株



 当第３四半期連結累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、一部回復の兆しが見られるものの、引き続き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、従来からのネットワーク関連商品の成熟化傾向、企業の設備投資に対する投

資効果の厳格化傾向に加え、景気後退などによる需要減少も顕著になり、厳しい事業環境が続いております。 

 このような経済状況の中、当社は、引き続き、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てまいりました。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展開してまいり

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、子会社によるセーブル事業

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ました。その他、平成21年８月にはネットワーク・フォ

レンジックソリューションベンダのソレラネットワークス社と販売代理契約を締結し、国内販売を開始しました。 

 既存商品については、保守を始めとしたネットワークサービスが堅調に推移したものの、受注低迷及び受注の遅

れにより計画を下回って推移しました。また、立ち上げに苦慮しております新規商品については散発的な受注には

至っているものの、業績への貢献は限定的な範囲に留まっている状況です。 

 利益面につきましては、人件費の削減、その他経費の削減施策実施により定常的な経費の削減については効果が

出ているものの、主として開発費の増加により販売費及び一般管理費が増加しました。また、在庫の適正化を図る

ため在庫の一部について評価減を実施したほか、保守的な観点から回収懸念が存在する一部の売上債権について貸

倒引当金の設定を行いました。その他、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、

繰延税金資産については評価性引当を行いました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円、営業損失は161,489千円、経常損失は

160,309千円、四半期純損失は181,801千円となりました。  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ240,670千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、前渡金が84,858千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が310,242千円減少したことによるも

のです。 

 また、当第３四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ51,364千円減少し、 千円と

なりました。これは主に、長期借入金が46,662千円増加した一方で、買掛金が74,862千円及び短期借入金が42,000

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189,305千円減少し、 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４ポイント減少の37.6％となりました。 

(2）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累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13,881千円増加

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、136,705千円の収入となりました。これは主に、前渡金が84,858千円増加

したこと及び仕入債務が73,622千円減少したものの、売上債権が310,242千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、119,820千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51,939千円、無形固定資産の取得による支出32,508千円及び投資有価証券の取得による支出20,741千円によ

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、2,634千円の支出となりました。これは、短期借入金の返済による純支出

42,000千円、長期借入れによる純収入46,662千円及び配当金の支払額7,296千円によるものです。 

 業績予想につきましては、平成21年２月13日に公表しました平成21年12月期通期の予想数値を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成21年11月11日）別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

 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。 

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

1,608,917

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,196,654

1,370,623

826,030

111,584

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）



 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、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、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。 

  

（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３四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30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 111,584 97,702 

受取手形及び売掛金 487,521 797,764 

商品及び製品 287,292 267,848 

仕掛品 255 5,886 

原材料及び貯蔵品 191 1,956 

前渡金 259,781 174,923 

その他 94,482 101,188 

貸倒引当金 △18,781 △95 

流動資産合計 1,222,329 1,447,176 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 144,238 163,542 

土地 17,113 17,113 

その他（純額） 27,493 30,125 

有形固定資産合計 188,845 210,781 

無形固定資産   

のれん 3,989 － 

その他 41,938 36,257 

無形固定資産合計 45,928 36,257 

投資その他の資産   

投資有価証券 582,890 572,143 

その他 156,660 170,965 

投資その他の資産合計 739,551 743,109 

固定資産合計 974,324 990,148 

資産合計 2,196,654 2,437,324 

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,984 179,847 

短期借入金 671,000 713,000 

前受金 249,707 229,985 

その他 240,206 225,827 

流動負債合計 1,265,899 1,348,660 

固定負債   

長期借入金 98,318 73,328 

その他 6,406 － 

固定負債合計 104,724 73,328 

負債合計 1,370,623 1,421,988 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30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 90,957 274,411 

自己株式 △7,433 △7,433 

株主資本合計 833,292 1,016,747 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,262 △2,920 

評価・換算差額等合計 △7,262 △2,920 

少数株主持分 － 1,509 

純資産合計 826,030 1,015,336 

負債純資産合計 2,196,654 2,437,324 



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,608,917 

売上原価 1,102,733 

売上総利益 506,183 

販売費及び一般管理費 667,672 

営業損失（△） △161,489 

営業外収益  

受取利息 1,951 

受取配当金 10 

固定資産賃貸料 16,560 

その他 3,133 

営業外収益合計 21,655 

営業外費用  

支払利息 7,931 

為替差損 1,202 

減価償却費 10,386 

その他 955 

営業外費用合計 20,475 

経常損失（△） △160,309 

特別利益  

子会社株式売却益 2,010 

投資有価証券売却益 4,088 

特別利益合計 6,098 

特別損失  

固定資産売却損 48 

固定資産除却損 4,855 

投資有価証券評価損 20,902 

特別損失合計 25,807 

税金等調整前四半期純損失（△） △180,018 

法人税、住民税及び事業税 982 

法人税等調整額 14,082 

法人税等合計 15,065 

少数株主損失（△） △13,282 

四半期純損失（△） △181,801 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30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（△） △180,018 

減価償却費 81,888 

のれん償却額 443 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,685 

受取利息及び受取配当金 △1,962 

支払利息 7,931 

為替差損益（△は益） △13 

有形固定資産売却損益（△は益） 48 

固定資産除却損 4,855 

投資有価証券評価損益（△は益） 20,902 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,088 

子会社株式売却損益（△は益） △2,010 

売上債権の増減額（△は増加） 310,242 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,048 

前渡金の増減額（△は増加） △84,858 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,434 

仕入債務の増減額（△は減少） △73,622 

未払金の増減額（△は減少） 21,285 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,814 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

915 

前受金の増減額（△は減少） 19,721 

未払費用の増減額（△は減少） △159 

預り金の増減額（△は減少） △9,464 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 495 

小計 127,420 

利息及び配当金の受取額 807 

利息の支払額 △8,141 

法人税等の支払額 △2,756 

法人税等の還付額 19,374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,705 



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △51,939 

有形固定資産の売却による収入 28 

有形固定資産の除却による支出 △377 

無形固定資産の取得による支出 △32,508 

投資有価証券の取得による支出 △20,741 

投資有価証券の売却による収入 5,755 

敷金及び保証金の差入による支出 △80 

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 

貸付けによる支出 △15,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,820 

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 627,000 

短期借入金の返済による支出 △669,000 

長期借入れによる収入 65,000 

長期借入金の返済による支出 △18,338 

配当金の支払額 △7,296 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,634 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △368 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,881 

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 111,584 



 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）前第３四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       1,771,380  100.0

Ⅱ 売上原価        1,224,061  69.1

売上総利益       547,319  30.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費       548,203  30.9

営業損失（△）       △884  △0.0

Ⅳ 営業外収益            

１．受取利息  1,997           

２．受取配当金  11           

３．受取家賃収入  311           

４．為替差益  1,075           

５．雑収入  1,248  4,643  0.2

Ⅴ 営業外費用                

１．支払手数料  2,000           

２．支払利息  2,067           

３．創立費  6,390           

４．雑損失  443  10,901  0.6

経常損失（△）       △7,142  △0.4

Ⅵ 特別利益                

１．固定資産売却益  261           

２．貸倒引当金戻入益  201  463  0.0

Ⅶ 特別損失                

１．投資有価証券評価損  1,134           

２．減損損失  1,459  2,594  0.1

税金等調整前四半期純損失
（△）       △9,274  △0.5

法人税、住民税及び事業税  7,825           

法人税等調整額  5,333  13,159  0.7

少数株主損失（△）       △8,262  △0.4

四半期純損失（△）       △14,171  △0.8

        



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

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損失  △9,274

減価償却費   71,774

のれん償却額   797

貸倒引当金の減少額   △238

賞与引当金の増加額   13,000

受取利息及び受取配当金  △2,008

支払利息   2,067

為替差損   2,137

有形固定資産売却益   △261

投資有価証券評価損   1,134

減損損失   1,459

売上債権の減少額   165,300

たな卸資産の増加額   △160,730

その他資産の増加額   △75,234

仕入債務の増加額   24,591

前受金の増加額   57,941

その他負債の増加額   2,044

小計  94,501

利息及び配当金の受取額  1,858

利息の支払額   △2,067

法人税等の支払額   △47,729

営業活動によるキャッシュ・フロー  46,562

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出   △405,431

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  △51,076

有形固定資産の売却による収入  767

無形固定資産の取得による支出   △7,877

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入   40,000

貸付による支出   △331,780

貸付金の回収による収入  331,898

敷金保証金の差入による支出   △12,216

投資活動によるキャッシュ・フロー  △396,399



  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入   1,217,677

短期借入金の返済による支出   △804,677

長期借入れによる収入   100,000

長期借入金の返済による支出   △3,334

自己株式の取得による支出   △74

配当金の支払額   △13,797

財務活動によるキャッシュ・フロー  495,793

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,137

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  143,819

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  175,622

    



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。 

（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〕



該当事項はありません。  

６．その他の情報
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