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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 695 △1.1 △1 ― △23 ― △18 ―

21年12月期第1四半期 703 10.6 △17 ― △23 ― △18 ―

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 △2,013.42 ―

21年12月期第1四半期 △2,007.59 ―

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 2,678 612 22.9 65,149.43
21年12月期 1,895 641 33.8 68,173.18

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  612百万円 21年12月期  641百万円

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 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想） 0.00 ― 5,300.00 5,300.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（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

1,664 39.3 △53 ― △60 ― 3 ― 387.22

通期 4,425 91.8 258 ― 246 ― 239 ― 25,427.28



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）  無  

(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） 

(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 

・ 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 ―社 （ 社名 ）

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 9,489株 21年12月期  9,489株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  84株 21年12月期  84株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 9,405株 21年12月期第1四半期 9,405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、一部では復調の兆しもみられるものの、依然として先

行き不透明感が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、当社グループは、市場の活性化を呼び起こす重要な要素として普及したネット環境を

活かすコンテンツやアプリケーションの充実というテーマを掲げ、新規分野への取り組みを強化しております。平

成22年１月にはVidyo社が提供するIP上の高画質テレビ会議システムの発売を開始したほか、同月にはブロードアー

ス株式会社からの事業譲受によりIP放送システム開発・販売を手掛ける株式会社イノコスを設立しました。また、

IPを利用したBGM及び映像配信サービスの提供展開を加速すべく同年２月には株式会社パックスを子会社化しまし

た。 

 一方、ネットワーク上のコンテンツやネットワークの利用者・端末の増大に伴い、トラフィックの増大が回線に

及ぼす影響、IPアドレスの枯渇、ネットワーク上の脅威の巧妙化など、ネットワーク上での様々な問題に対する取

り組みの必要性も高まってきているため、こうした課題解決に向け、従来のセキュリティ製品の拡充ばかりでな

く、子会社のセーブル事業での対応、独自のサービス商品の提供等の展開を進めてまいりました。 

 しかしながら、Fortinet社やArray社等のセキュリティ関連商品は堅調に推移したものの、その他の商品について

は、前期の大型受託開発製品の出荷に代わる大型の案件がなかった影響もあり、全般的に低調に推移しました。一

方、子会社については、株式会社パックスは当初の計画から遅れが生じているものの、株式会社セーブルネットワ

ークス及び株式会社イノコスは順調に推移しました。 

 利益面につきましては、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ものの、採算性が良い商

品の販売の増加、利益率の高いネットワークサービスの売上構成比の上昇、株式会社イノコスの寄与等の要因によ

り売上総利益が大幅に増加しました。一方、人員増に伴う人件費の増加やのれんの計上等の要因により販売費及び

一般管理費も大幅に増加しました。また、取引先の破綻に伴い、その債権につき貸倒引当金を設定したほか、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売却益を計上しました。 

 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（前年同四半期比1.1％減）、営業損失は

1,058千円（前期営業損失17,458千円）、経常損失は23,611千円（前期経常損失23,230千円）、四半期純損失は

18,936千円（前期四半期純損失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783,017千円増加し、 千円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が166,974千円及びのれんが528,195千円増加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811,456千円増加し、 千円

となりました。これは主に、買掛金が108,028千円、短期借入金が108,120千円、未払金が217,697千円、長期借入金

が123,125千円及び長期未払金が238,896千円増加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28,438千円減少し、 千円となり、自己資本比率は前連結会計年度

末の33.8％から10.9ポイント悪化し22.9％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5,440千円増加し、

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、74,977千円の支出となりました。これは、主に前渡金が46,999千円減少

したこと及び仕入債務が103,193千円、未払金が44,062千円増加したものの、売上債権が166,974千円増加したこと

及び前受金が95,968千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、177,303千円の支出となりました。これは、主に事業譲受による支出

117,418千円及び有形固定資産の取得による支出42,557千円によるものです。 

（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、257,677千円の収入となりました。これは主に短期借入れによる純収入

206,600千円及び長期借入れによる純収入51,109千円によるものです。 

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

695,534

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,678,985

2,066,254

612,730

41,648



 通期及び第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成22年２月10日に公表しました業績予想に変更

はありません。 

 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。 

 該当事項はありません。 

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。  

 該当事項はありません。 

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）

（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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,648 36,207 

受取手形及び売掛金 649,142 482,167 

商品及び製品 287,427 283,470 

仕掛品 499 1,070 

原材料及び貯蔵品 32 36 

その他 167,864 219,951 

貸倒引当金 △23,323 △42,055 

流動資産合計 1,123,290 980,848 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 162,676 121,071 

土地 17,113 17,113 

その他（純額） 25,411 26,121 

有形固定資産合計 205,201 164,306 

無形固定資産   

のれん 531,962 － 

その他 48,434 42,915 

無形固定資産合計 580,397 42,915 

投資その他の資産   

投資有価証券 517,705 513,818 

その他 252,390 194,077 

投資その他の資産合計 770,095 707,896 

固定資産合計 1,555,694 915,118 

資産合計 2,678,985 1,895,967 

負債の部   

流動負債   

買掛金 218,885 110,856 

短期借入金 537,120 429,000 

1年内返済予定の長期借入金 112,992 85,008 

前受金 209,690 222,219 

未払金 416,326 198,628 

その他 30,541 24,681 

流動負債合計 1,525,556 1,070,394 

固定負債   

長期借入金 300,331 177,206 

長期未払金 238,896 － 

その他 1,471 7,198 

固定負債合計 540,698 184,404 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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21年12月31日) 

負債合計 2,066,254 1,254,798 

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 △121,108 △102,172 

自己株式 △7,433 △7,433 

株主資本合計 621,226 640,162 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,495 △357 

繰延ヘッジ損益 － 1,364 

評価・換算差額等合計 △8,495 1,006 

純資産合計 612,730 641,168 

負債純資産合計 2,678,985 1,895,967 



（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）

前第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) 

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

売上高 703,150 695,534 

売上原価 503,689 424,931 

売上総利益 199,460 270,602 

販売費及び一般管理費 216,918 271,661 

営業損失（△） △17,458 △1,058 

営業外収益   

受取利息 528 293 

受取配当金 3 0 

固定資産賃貸料 5,520 8,437 

その他 657 159 

営業外収益合計 6,709 8,890 

営業外費用   

支払利息 2,766 3,237 

貸倒引当金繰入額 － 20,000 

為替差損 5,297 1,076 

減価償却費 3,462 6,104 

その他 955 1,023 

営業外費用合計 12,482 31,443 

経常損失（△） △23,230 △23,611 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 － 

子会社株式売却益 2,010 － 

投資有価証券売却益 － 17,101 

特別利益合計 2,016 17,101 

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 △6,509 

法人税、住民税及び事業税 327 13,454 

法人税等調整額 998 △1,027 

法人税等合計 1,325 12,426 

少数株主損失（△） △13,282 － 

四半期純損失（△） △18,881 △18,936 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △30,837 △6,509 

減価償却費 24,737 32,346 

のれん償却額 － 28,033 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 23,417 

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 △294 

支払利息 2,766 3,237 

為替差損益（△は益） △210 51 

有形固定資産売却損益（△は益） 48 － 

固定資産除却損 87 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － △17,101 

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 △166,974 

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,502 5,872 

前渡金の増減額（△は増加） 106,278 46,999 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △42,150 

その他の資産の増減額（△は増加） 3,275 △19,240 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,540 103,193 

未払金の増減額（△は減少） 636 44,062 

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,100 3,895 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△774 △444 

前受金の増減額（△は減少） △21,974 △95,968 

未払費用の増減額（△は減少） △152 68 

預り金の増減額（△は減少） △7,687 △8,810 

小計 108,057 △66,315 

利息及び配当金の受取額 49 13 

利息の支払額 △1,856 － 

利息及び保証料の支払額 － △7,312 

法人税等の支払額 △740 △1,362 

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,510 △74,977 



（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31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 △6,609 △42,557 

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 － 

無形固定資産の取得による支出 － △12,774 

投資有価証券の取得による支出 △741 △30,000 

投資有価証券の売却による収入 － 28,381 

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取得による
支出

－ △991 

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 － 

事業譲受による支出 － △117,417 

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,944 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,340 △177,303 

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 155,000 393,100 

短期借入金の返済による支出 △285,000 △186,500 

長期借入れによる収入 － 80,000 

長期借入金の返済による支出 △6,668 △28,891 

配当金の支払額 △5,722 △31 

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,390 257,677 

現金及び現金同等物に係る換算差額 210 44 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,010 5,440 

現金及び現金同等物の期首残高 97,702 36,207 

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,692 41,648 



 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、サポートとサービス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。 

 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

６．その他の情報
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