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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 2,356 21.6 593 80.2 572 20.2 216 0.2
21年12月期第1四半期 1,937 ― 329 ― 476 ― 216 ―

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 2,530.47 ―
21年12月期第1四半期 2,419.86 ―

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 15,205 4,851 31.6 56,145.58
21年12月期 13,325 4,720 35.1 54,655.97

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  4,810百万円 21年12月期  4,682百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想） 0.00 ― 670.00 670.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間 4,780 33.9 1,100 121.1 1,000 63.8 470 15.0 6,210.85

通期 9,335 23.9 1,900 48.7 1,800 29.0 840 △11.9 11,101.71
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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  有  
[(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。] 

(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 
（将来に関する記述等についてのご意見） 
 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注記事項については、
３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 95,630株 21年12月期  95,630株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期 10,019株 21年12月期  9,957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 85,652株 21年12月期第1四半期 89,412株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気に持ち直し傾向の動きが見られるもの 

 の、失業率が依然として高水準にあるなど、依然として厳しい状況で推移しました。 

  こうした中、当社グループの属する情報通信・ネットワーク市場は、携帯通信端末の普及やゲー 

 ム機器、カー用品などのブロードバンド化により、様々な市場で無線通信機器の需要が拡大し、ま  

 た認知されてまいりました。 

  他方、金融サービス事業におきましては、一昨年末からの特需景気による為替の変動に比べ、変 

 動率は落着いてきたものの、足下では顧客口座数が70,000口座を突破するなど、堅調に推移してま 

 いりました。また、平成22年4月から新たに「両替サービス」の開始や、「プラネックス証券株式 

 会社（旧社名：JAIC証券株式会社）」の買収を行うなど、更なる事業の拡大に積極積に取り組んで 

 まいりました。 

  以上の状況において、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比21.6％増の2,356,669千 

 円となりました。連結経常利益は前年同期比20.2％増の572,237千円、連結四半期純利益は前年同 

 期比0.2％増の216,741千円となりました。 

  

  事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  ① 情報通信・ネットワーク事業関連製品事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比38.0％増の1,000,450千円となりました。 

  ② 金融サービス事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比11.9％増の1,356,218千円となりました。 

  

＜資産＞  

  資産合計は前連結会計年度末比1,879,533千円増の15,205,384千円であります。個別科目ごとに見 

 ていきますと、現金及び預金は311,978千円増の2,298,471千円であります。売掛金は51,584千円減 

 の686,298千円、流動資産に計上しております繰延税金資産は前連結会計年度末比127,638千円減の 

 125,326千円であります。 

 ＜負債＞ 

  負債合計は前連結会計年度末比1,748,184千円増の10,353,443千円であります。個別科目ごとに見 

 ていきますと、買掛金は230,445千円増の876,562千円、外国為替受入証拠金1,198,860千円増の 

 8,260,163千円であります。   

＜純資産＞  

 純資産合計は、131,349千円増の4,851,940千円となりました。個別科目ごとに見ていきますと、  

 利益剰余金は216,741千円増の1,804,163千円となりました。これは四半期純利益216,741千円が影響 

 しております。  

  

 平成22年12月期の第２四半期および通期の連結業績の見通しにつきましては、 近の動向を踏ま 

 え、平成22年２月19日に公表しました 「平成21年12月期 決算短信（連結）」から変更しており  

 ます。 詳しくは、本日（平成22年5月12日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」を 

 ご覧下さい。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結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。 

  

１．簡便な会計処理 

   法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法     

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、   

   一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し 

   た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（追加情報） 

   平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、当連結会 

  計年度より、顧客から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取 

  引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第１項第１号に定め 

  る金銭信託（顧客区分管理信託）により、自己の固有財産として区分して管理しなければなら 

  ず、店頭外国為替証拠金取引に係る顧客からの預託金の区分管理の方法は、信託会社又は信託 

  業務を営む金融機関への金銭信託へと一本化されております。 

  

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
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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 2,298,471 1,986,493

売掛金 686,298 737,883

製品 416,383 329,728

仕掛品 42,464 44,365

原材料及び貯蔵品 22,651 5,208

外国為替差入証拠金 － 7,667,011

外国為替取引顧客区分管理信託 7,250,453 －

差入保証金 1,841,680 －

支払差金勘定 1,378,207 983,132

繰延税金資産 125,326 252,965

その他 296,610 426,130

貸倒引当金 △25,101 △22,115

流動資産合計 14,333,447 12,410,803

固定資産

有形固定資産

建物 41,881 41,881

減価償却累計額 △15,849 △14,451

建物（純額） 26,032 27,430

車両運搬具 10,584 10,584

減価償却累計額 △7,203 △5,785

車両運搬具（純額） 3,380 4,798

工具、器具及び備品 608,453 578,514

減価償却累計額 △386,389 △333,143

工具、器具及び備品（純額） 222,064 245,371

有形固定資産合計 251,476 277,600

無形固定資産

ソフトウエア 112,754 114,499

その他 2,245 2,278

無形固定資産合計 114,999 116,777

投資その他の資産

投資有価証券 301,582 295,505

差入保証金 3,432 3,232

繰延税金資産 15,746 26,836

その他 228,803 238,595

貸倒引当金 △44,104 △43,499

投資その他の資産合計 505,459 520,669

固定資産合計 871,936 915,047

資産合計 15,205,384 13,325,850
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(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)

負債の部

流動負債

買掛金 876,562 646,116

短期借入金 300,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 3,996 3,996

未払法人税等 193,781 40,711

未払金 316,264 340,530

賞与引当金 18,819 8,143

返品調整引当金 4,791 4,027

外国為替受入証拠金 8,260,163 7,061,303

オプション負債 54,611 76,577

その他 135,709 134,498

流動負債合計 10,164,700 8,465,904

固定負債

長期借入金 110,508 111,840

関係会社整理損失引当金 14,805 22,974

負ののれん 6,939 4,539

繰延税金負債 56,489 －

固定負債合計 188,742 139,354

負債合計 10,353,443 8,605,259

純資産の部

株主資本

資本金 2,067,229 2,067,229

資本剰余金 1,481,750 1,567,423

利益剰余金 1,804,163 1,587,422

自己株式 △352,133 △350,278

株主資本合計 5,001,009 4,871,796

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △75,632 △57,353

繰延ヘッジ損益 △32,312 △45,417

為替換算調整勘定 △82,904 △86,484

評価・換算差額等合計 △190,849 △189,255

少数株主持分 41,780 38,050

純資産合計 4,851,940 4,720,591

負債純資産合計 15,205,384 13,325,850
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(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

製品売上高 725,097 1,000,450

金融収益 1,212,262 1,356,218

売上高合計 1,937,360 2,356,669

売上原価 760,579 933,161

売上総利益 1,176,781 1,423,507

返品調整引当金繰入額 8,606 4,791

返品調整引当金戻入額 6,843 4,027

差引売上総利益 1,175,018 1,422,743

販売費及び一般管理費

役員報酬 51,916 97,849

給料及び賞与 136,614 92,077

広告宣伝費 136,724 168,603

運賃 12,878 11,298

貸倒引当金繰入額 － 3,765

賞与引当金繰入額 12,481 9,694

業務委託費 27,548 61,359

研究開発費 1,893 1,551

その他 465,501 382,919

販売費及び一般管理費合計 845,559 829,119

営業利益 329,458 593,624

営業外収益

受取利息及び配当金 1,157 643

デリバティブ評価益 155,836 －

雑収入 1,296 414

営業外収益合計 158,290 1,058

営業外費用

支払利息 1,004 1,774

為替差損 10,215 19,753

貸倒引当金繰入額 － 366

雑損失 500 550

営業外費用合計 11,721 22,445

経常利益 476,027 572,237

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,329 －

関係会社整理損失引当金戻入額 － 94

特別利益合計 3,329 94
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(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)

特別損失

固定資産除却損 1,182 －

投資有価証券評価損 80,595 －

前期損益修正損 10,830 193

特別損失合計 92,607 193

税金等調整前四半期純利益 386,749 572,139

法人税、住民税及び事業税 63,176 146,789

過年度法人税等 － 42,773

法人税等調整額 106,794 162,105

法人税等合計 169,970 351,668

少数株主利益 413 3,730

四半期純利益 216,364 216,741
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(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利益 386,749 572,139

減価償却費 65,923 62,790

のれん償却額 2,399 2,399

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,416 3,468

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,485 10,676

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,762 764

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △8,169

受取利息及び受取配当金 △1,157 △643

支払利息 1,004 1,774

為替差損益（△は益） △31,275 1,356

前期損益修正損益（△は益） 10,830 193

デリバティブ評価損益（△は益） △155,836 －

無形固定資産除却損 1,182 －

投資有価証券評価損益（△は益） 80,595 －

売上債権の増減額（△は増加） 145,871 54,782

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,678 △101,849

仕入債務の増減額（△は減少） △145,837 229,131

未払金の増減額（△は減少） △26,505 △48,492

顧客分別金の増減額（△は増加） 4,212,314 －

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

－ △7,250,453

差入証拠金の増減額（△は増加） 440,066 －

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） △8,692,257 7,667,011

預り証拠金の増減額（△は減少） △3,362,524 －

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 8,050,183 1,198,860

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,158,184 △395,075

その他 △9,657 143,376

小計 △78,604 2,144,039

利息及び配当金の受取額 985 533

利息の支払額 △978 △1,774

法人税等の支払額 △370,837 △36,492

営業活動によるキャッシュ・フロー △449,434 2,106,307

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 △112 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △27,571 △28,709

無形固定資産の取得による支出 △378 △4,713

短期貸付金の増減額（△は増加） 90 －

敷金の差入による支出 △1,112 △1,183

その他 1,516 9,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,568 △324,849
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(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)

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） － 150,000

長期借入金の返済による支出 － △1,332

配当金の支払額 △32,090 △61,446

自己株式の取得による支出 △2,855 △1,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,945 85,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,653 △13,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510,296 1,853,659

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,092 1,951,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 704,796 3,804,928
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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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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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメ

ラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、

携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守

サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメラ、プリントサーバ、ケーブ

ル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、携帯万能、ユーティリティソ

フト、パッケージソフト、ネットワーク保守サービス、その他 

(2) 金融事業・・・店頭外国為替証拠金取引 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

725,097 1,212,262 1,937,360 ― 1,937,360

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

119,706 ─ 119,706 (119,706) ―

計 844,803 1,212,262 2,057,066 (119,706) 1,937,360

営業利益又は営業損失(△) △39,348 368,947 329,598 (139) 329,458

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,000,450 1,356,218 2,356,669 ― 2,356,669

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

175,850 1,110 176,960 (176,960) ―

計 1,176,300 1,357,328 2,533,629 (176,960) 2,356,669

営業利益 72,325 519,700 592,026 1,597 593,624
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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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア………………台湾 

  

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) 

   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計の合計額に占める「日本」の割合 

  がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、マレーシア 

  その他………………イギリス、イタリア、ポーランド、アメリカ 

  

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) 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,903,765 33,594 1,937,360 ― 1,937,360

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 137,975 137,975 (137,975) ―

計 1,903,765 171,570 2,075,335 (137,975) 1,937,360

営業利益又は営業損失(△) 353,221 △15,865 337,355 (7,897) 329,458

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 61,939 5,339 67,279

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,937,360

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.2 0.3 3.5

(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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