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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 8,913 17.1 372 ― 421 ― 298 ―
21年12月期第1四半期 7,609 △39.4 △946 ― △224 ― △309 ―

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 2.13 2.07
21年12月期第1四半期 △1.97 ―

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 24,824 13,658 54.2 96.36
21年12月期 24,725 14,076 56.1 95.93

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  13,450百万円 21年12月期  13,877百万円

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 ― 2.00 2.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 2.00 2.00

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

17,680 16.3 150 ― 100 ― 60 ― 0.42

通期 39,360 15.1 1,360 159.1 1,060 77.6 640 31.7 4.53
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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） 

(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 
 本資料に記載されている業績見通しや将来の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。 
 実際の業績等はさまざまな要因により、大きく異なる可能性があります。 
 業績予想に関する事項は、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」をご覧ください。 

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 156,876,421株 21年12月期  156,876,421株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  17,293,803株 21年12月期  12,207,903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 140,225,985株 21年12月期第1四半期 156,820,818株
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当第１四半期（平成22年１月１日～平成22年３月31日）における世界経済は、厳しい状況を脱し緩やかに上向

き始めました。当社グループが関わるネットワーク関連業界においても、企業の設備投資は持ち直しつつありま

す。このような状況の中、当社グループは、引き続き一般企業はじめ、公共・医療・教育市場、軍事施設、地域

通信事業者等にネットワーク・ソリューションを提供してまいりました。特に日本においては、地域密着型の営

業を目指した営業拠点の増設を行うなど、病院をはじめ多くの案件の獲得に向け積極的に活動しております。ま

た、海外では、当社製品の信頼性の高さから、地方自治体の標準的ネットワーク機器として認定され、公共施設

での導入が決定されるなど、当社グループの活動フィールドは徐々に拡大しております。 

  

この結果、当第１四半期の連結売上高は89億13百万円（前年同期比17.1％増）となりました。地域別にみる

と、日本は売上高50億58百万円（前年同期比24.3％増）、欧米は33億70百万円（前年同期比8.1％増）、アジア・

オセアニアは４億83百万円（前年同期比14.8％増）となりました。また、営業利益は３億72百万円の利益（前年

同期は９億46百万円の損失）、経常利益は４億21百万円の利益（前年同期は２億24百万円の損失）、四半期純利

益は２億98百万円の利益（前年同期は３億９百万円の損失）となりました。 

  

当社グループは引き続き、品質・価格競争力の優れた製品を、ネットワーク・ソリューションとして積極的に

提案し、信頼性の高い製品力、サポート力で多くの案件を獲得することで、第２四半期及び通期において売上高

の拡大を目指してまいります。 

  

 （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における総資産は248億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円増加

いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が11億40百万円減少した一方で、現金及び預金が13億43百万円増

加したことなどによるものであります。負債合計は111億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億17百万円

増加いたしました。これは主に短期借入金が10億６百万円減少した一方で、長期借入金が５億65百万円、１年内

返済予定の長期借入金が３億１百万円、賞与引当金が２億72百万円、未払法人税等が１億98百万円増加したこと

などによるものであります。純資産につきましては、136億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億18百万

円減少いたしました。これは主に自己株式が３億14百万円増加したことなどによるものです。これらの結果、自

己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.9ポイント低下となる54.2％となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は83億90百万円となり、前第１四半期連結累計期間

末に比べ45億66百万円増加いたしました。当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの増減要因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＞ 

 営業活動によるキャッシュ・フローは21億５百万円の収入となり、前第１四半期連結累計期間に比べ15億13百

万円の収入増となりました。これは主に売上債権の減少が13億87百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純

利益が７億47百万円増加、為替差益が７億45百万円減少、仕入債務の減少が11億26百万円減少したことなどによ

るものであります。 

 ＜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１億99百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ72百万円

の支出増となりました。これは主に定期預金の増加によるものであります。 

 ＜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６億16百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ６億24百

万円の支出増となりました。これは主に長期借入れによる収入が９億円増加した一方で、短期借入金の純減が10

億24百万円、自己株式の取得による支出が３億14百万円増加、配当金の支払額が１億57百万円増加したことなど

によるものであります。 

  

 当第２四半期連結累計期間及び通期における業績予想につきましては、平成22年２月12日発表の業績予想から

変更はありません。   

  

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定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

②法人税等については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により算出しております。な

お、連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておら

ず、四半期財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における

税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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
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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 8,590,687 7,246,804

受取手形及び売掛金 6,776,298 7,916,625

商品及び製品 3,398,037 3,683,658

仕掛品 234,902 209,618

原材料及び貯蔵品 820,172 781,915

前払費用 571,578 558,785

その他 1,300,371 1,259,625

貸倒引当金 △260,214 △318,874

流動資産合計 21,431,833 21,338,159

固定資産   

有形固定資産 2,212,893 2,219,878

無形固定資産   

その他 202,762 198,319

無形固定資産合計 202,762 198,319

投資その他の資産   

その他 999,315 993,512

貸倒引当金 △22,411 △24,449

投資その他の資産合計 976,903 969,063

固定資産合計 3,392,560 3,387,261

資産合計 24,824,393 24,725,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,746,167 2,895,872

短期借入金 1,359,422 2,366,095

1年内返済予定の長期借入金 433,996 132,000

1年内償還予定の社債 168,000 168,000

未払費用 1,049,540 1,008,038

未払金 696,742 585,762

未払法人税等 293,601 95,002

賞与引当金 478,781 205,944

前受収益 1,872,898 1,725,304

その他 459,200 419,760

流動負債合計 9,558,352 9,601,780

固定負債   

社債 248,000 248,000

長期借入金 600,004 35,000

退職給付引当金 685,829 673,949

その他 73,664 89,766
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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) 

固定負債合計 1,607,498 1,046,716

負債合計 11,165,850 10,648,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,807,675 9,807,675

資本剰余金 3,710,725 3,710,725

利益剰余金 49,199 40,272

自己株式 △983,467 △668,512

株主資本合計 12,584,133 12,890,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △300 △633

為替換算調整勘定 866,389 988,063

評価・換算差額等合計 866,089 987,429

新株予約権 208,320 199,334

純資産合計 13,658,543 14,076,924

負債純資産合計 24,824,393 24,725,420
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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 7,609,974 8,913,244

売上原価 4,042,824 3,869,263

売上総利益 3,567,149 5,043,980

販売費及び一般管理費 4,513,958 4,671,952

営業利益又は営業損失（△） △946,809 372,027

営業外収益   

受取利息 6,554 2,432

持分法による投資利益 4,468 5,616

為替差益 720,014 46,814

その他 8,735 13,130

営業外収益合計 739,772 67,994

営業外費用   

支払利息 14,841 13,248

その他 2,675 5,253

営業外費用合計 17,516 18,502

経常利益又は経常損失（△） △224,553 421,519

特別利益   

固定資産売却益 450 －

貸倒引当金戻入額 1,623 88,667

新株予約権戻入益 1,502 5,531

特別利益合計 3,575 94,199

特別損失   

固定資産売却損 384 128

固定資産除却損 1,733 2,443

事業再編損 48,737 33,742

訴訟関連損失 － 4,125

その他 19 －

特別損失合計 50,873 40,440

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△271,851 475,277

法人税、住民税及び事業税 37,201 209,232

法人税等調整額 － △32,220

法人税等合計 37,201 177,012

四半期純利益又は四半期純損失（△） △309,053 298,264
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△271,851 475,277

減価償却費 139,127 126,247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,752 △64,283

賞与引当金の増減額（△は減少） 147,560 272,768

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,743 15,535

受取利息及び受取配当金 △6,554 △2,432

支払利息 14,841 13,248

為替差損益（△は益） △880,675 △135,541

持分法による投資損益（△は益） △4,468 △5,616

固定資産売却損益（△は益） △66 128

固定資産除却損 1,733 2,443

未払費用の増減額（△は減少） 42,385 49,078

売上債権の増減額（△は増加） 2,563,953 1,176,194

たな卸資産の増減額（△は増加） 265,118 244,039

仕入債務の増減額（△は減少） △1,281,055 △154,646

事業再編損失 48,737 33,742

訴訟関連損失 － 4,125

その他 25,569 118,577

小計 793,857 2,168,886

利息及び配当金の受取額 6,554 2,429

利息の支払額 △14,170 △15,597

法人税等の支払額 △192,151 △5,575

事業再編による支出 △2,237 △44,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 591,852 2,105,686

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 △105,321 △79,070

有形固定資産の売却による収入 702 11

無形固定資産の取得による支出 △25,846 △25,956

投資有価証券の取得による支出 △148 △148

定期預金の増減額（△は増加） － △100,000

貸付金の回収による収入 5,999 390

その他 △2,073 5,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,687 △199,329
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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） 15,647 △1,009,199

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △7,668 △33,000

自己株式の取得による支出 － △314,955

配当金の支払額 － △157,190

その他 － △2,213

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,978 △616,558

現金及び現金同等物に係る換算差額 57,962 △45,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 531,105 1,243,882

現金及び現金同等物の期首残高 3,292,853 7,146,804

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,823,959 8,390,687

-9-

アライドテレシスホールディングス(株)(6835) 平成22年12月期 第１四半期 決算短信



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第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） 

 当連結グループは、情報通信・ネットワーク関連事業のみを行っているため、事業の種類別セグメント情報

の記載は省略しております。 

  

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） 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(１)欧米        ： アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 
(２)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド  
  

（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〕

  日本(千円) 欧米(千円)
アジア・

オセアニア(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 
 4,070,450  3,117,909  421,614  7,609,974   －  7,609,974

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 144,445  14,148  2,009,684  2,168,278  (2,168,278)   －

計  4,214,895  3,132,057  2,431,298  9,778,252  (2,168,278)  7,609,974

営業利益又は損失(△)  △690,037  △39,998  △23,145  △753,181  (193,627)  △946,809

  日本(千円) 欧米(千円)
アジア・

オセアニア(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 
 5,058,760  3,370,608  483,875  8,913,244   －  8,913,244

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 205,384  65,598  1,949,177  2,220,160  (2,220,160)   －

計  5,264,145  3,436,206  2,433,053  11,133,405  (2,220,160)  8,913,244

営業利益  172,190  50,434  115,782  338,407  33,620  372,027
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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） 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(１)北米        ： アメリカ、カナダ 

(２)欧州        ： イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 

(３)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。   

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成21年５月14日及び平成21年12月28日開催の取締役会決議に

基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、自己株式が314,955千

円増加し、当第１四半期連結会計期間末において983,467千円となっております。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・ 
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,248,864  1,791,447  421,614  3,461,926

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  －  7,609,974

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
 16.4  23.5  5.5  45.5

  北米 欧州
アジア・ 
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(千円)  1,348,020  1,940,337  481,793  3,770,151

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  －  8,913,244

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
 15.1  21.8  5.4  42.3

（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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