
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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２四半期  17,790  17.0  746  －  212  －  36  －

21年12月期第２四半期  15,198  △37.8  △1,476  －  △986  －  △1,170  －

  
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２四半期  0  26  0  25

21年12月期第２四半期  △7  47        －

  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２四半期  25,533  12,562  48.3  92  92

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２四半期 12,335百万円 21年12月期 13,877百万円

  
年間配当金

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        －  0 00

22年12月期（予想）      － 2 00  2  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  39,360  15.1  1,360  159.1  1,060  77.6  640  31.7  4  53



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規      １ 社 （社名）Allied Telesis International EMENA GmbH 

除外      １ 社  （社名）Allied Telesyn International (Cayman), Ltd. 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

  

※  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。   

（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「1.（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。）    

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 157,976,421株 21年12月期 156,876,421株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 25,221,331株 21年12月期 12,207,903株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 136,502,117株 21年12月期２Ｑ 156,820,818株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政策効果による個人消費の改善を背景に企業の業績回復傾向が見

られるようになりました。一方で、欧米では、ギリシャの財政危機問題に端を発した欧州の景気減速や為替動向

の不透明感など懸念材料を抱えたまま推移いたしました。 

 このような情勢の中、当社グループは顧客ニーズにマッチした製品やサービスを提供するネットワーク・ソリ

ューション・ベンダーとして、企業・自治体・医療・教育市場へ営業を強化しております。特にコア・スイッチ

「SwitchBlade x908（スイッチブレード・エックス908）」を中心とした「止まらないネットワーク」システム

を数多くの医療機関に提供しております。 

 地域別の実績として、欧米では、イタリアやトルコなどの軍事施設の大型案件を受注したほか、米国州政府の

公共施設や通信事業者などへネットワーク機器を提供いたしました。また、大手システムインテグレーターとの

協業などにより営業力やサポート力を強化いたしました。 

日本では、地域密着型のきめ細かいサービスの提供を目指し営業拠点を拡大しており、今期末までに31拠点と

する計画です。また、プロモーション活動の一環として、全国21ヶ所にて「x900 Day」（注）の開催や各種学会

での展示などを通して当社製品・サービスの紹介を行い、ブランド力強化と売上拡大を目指しました。更に学校

ICTキャンペーンを延長し文教向けにサービスを強化しました。 

（注）x900シリーズとサポートサービスを中心とした各種ネットワーク・ソリューションを、導入事例紹介や

   実機を使ったデモンストレーションで説明するイベントです。 

  

以上の結果、連結売上高は177億90百万円（前年同期比17.0％増）となりました。地域別にみると日本は、売

上高102億47百万円（前年同期比30.8％増）、欧米は、売上高66億３百万円（前年同期比2.2％増）、アジア・オ

セアニアは、売上高９億38百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

利益面は、ソリューションビジネスへの転換による付加価値サービスの増加や利益率の高い製品や販売増加に

より、売上総利益率は57.3％（前年同期は48.5％）と大幅に上昇しました。これにより、営業利益は、７億46百

万円の利益（前年同期は14億76百万円の損失）、経常利益は、２億12百万円の利益（前年同期は９億86百万円の

損失）、四半期純利益は、36百万円の利益（前年同期は11億70百万円の損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は255億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億７百万円

増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が６億62百万円減少した一方で、現金及び預金が12億７百万

円増加したことなどによるものであります。負債合計は129億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億21

百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が４億87百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が４億29

百万円、１年内返済予定の長期借入金が３億92百万円、長期借入金が８億56百万円、前受収益が３億68百万円増

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、125億62百万円となり、前連結会計年度末に比

べ15億13百万円減少いたしました。これは主に自己株式が13億87百万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7.8ポイント低下となる48.3％となりました。 

  ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ11億７百万円増加し、82

億53百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであり

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25億25百万円の収入となりました。前第２四半期連結累計期間との比較

では、売上債権の減少額が縮小し、たな卸資産が増加に転じた一方で、税金等調整前四半期純損失がプラスに転

じ、仕入債務が増加に転じたことなどにより、19億62百万円の増加となりました。 

＜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２億82百万円の支出となりました。前第２四半期連結累計期間との比較

では、定期預金が増加した一方で、敷金及び保証金の差入による支出の減少などにより、86百万円の支出減とな

りました。 

＜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９億43百万円の支出となりました。前第２四半期連結累計期間との比較

では、長期借入れによる収入の増加があった一方で、短期借入金の純減、社債の発行による収入の減少、自己株

式の取得による支出の増加、配当金の支払額増加などにより、25億９百万円の支出増となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期通期の業績見通しについては、市場動向、為替動向など先行き不確実な要素が多いため、当初

の予想を変更しておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

当第２四半期連結会計期間より、Allied Telesis International EMENA GmbHを新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。また、連結子会社であったAllied Telesyn International (Cayman),Ltd.は、当第２四

半期連結会計期間において清算結了したため、連結の範囲から除外しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 重要な子会社の異動により、連結の範囲が変更になりました。 

  

２．その他の情報

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２四半期 決算短信

-3-



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,453,969 7,246,804

受取手形及び売掛金 7,253,860 7,916,625

商品及び製品 3,952,511 3,683,658

仕掛品 308,571 209,618

原材料及び貯蔵品 857,863 781,915

前払費用 583,150 558,785

その他 948,221 1,259,625

貸倒引当金 △253,116 △318,874

流動資産合計 22,105,032 21,338,159

固定資産   

有形固定資産 2,132,915 2,219,878

無形固定資産   

その他 316,752 198,319

無形固定資産合計 316,752 198,319

投資その他の資産   

その他 1,000,836 993,512

貸倒引当金 △22,216 △24,449

投資その他の資産合計 978,619 969,063

固定資産合計 3,428,287 3,387,261

資産合計 25,533,319 24,725,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,325,499 2,895,872

短期借入金 1,878,917 2,366,095

1年内返済予定の長期借入金 524,396 132,000

1年内償還予定の社債 168,000 168,000

未払費用 1,154,063 1,008,038

未払金 923,537 585,762

未払法人税等 256,677 95,002

賞与引当金 244,140 205,944

前受収益 2,093,565 1,725,304

その他 343,764 419,760

流動負債合計 10,912,560 9,601,780

固定負債   

社債 164,000 248,000

長期借入金 891,605 35,000

退職給付引当金 679,410 673,949

その他 322,788 89,766
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

固定負債合計 2,057,804 1,046,716

負債合計 12,970,365 10,648,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,835,708 9,807,675

資本剰余金 3,738,759 3,710,725

利益剰余金 △213,061 40,272

自己株式 △2,056,279 △668,512

株主資本合計 11,305,126 12,890,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105 △633

為替換算調整勘定 1,030,913 988,063

評価・換算差額等合計 1,030,807 987,429

新株予約権 227,019 199,334

純資産合計 12,562,954 14,076,924

負債純資産合計 25,533,319 24,725,420
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 15,198,837 17,790,044

売上原価 7,833,945 7,598,687

売上総利益 7,364,891 10,191,356

販売費及び一般管理費 8,841,756 9,445,130

営業利益又は営業損失（△） △1,476,864 746,226

営業外収益   

受取利息 10,200 7,287

受取配当金 24 70

持分法による投資利益 3,075 4,903

為替差益 527,119 －

その他 9,133 17,144

営業外収益合計 549,552 29,405

営業外費用   

支払利息 33,889 33,385

社債発行費 16,569 －

為替差損 － 513,643

その他 8,582 16,434

営業外費用合計 59,041 563,463

経常利益又は経常損失（△） △986,353 212,168

特別利益   

固定資産売却益 1,362 21

貸倒引当金戻入額 3,301 88,862

新株予約権戻入益 1,502 5,531

特別利益合計 6,166 94,415

特別損失   

固定資産売却損 384 128

固定資産除却損 3,373 3,467

事業再編損 123,449 54,387

訴訟関連損失 － 2,643

その他 26 －

特別損失合計 127,233 60,627

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（△）

△1,107,420 245,955

法人税、住民税及び事業税 63,526 242,172

法人税等調整額 － △32,220

法人税等合計 63,526 209,952

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,170,946 36,003
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,107,420 245,955

減価償却費 249,464 257,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,357 △58,656

賞与引当金の増減額（△は減少） 272 40,908

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,469 23,792

受取利息及び受取配当金 △10,224 △7,357

支払利息 33,889 33,385

社債発行費 16,569 －

為替差損益（△は益） △616,445 357,241

持分法による投資損益（△は益） △3,075 △4,903

固定資産売却損益（△は益） △978 107

固定資産除却損 3,373 3,467

事業再編損失 123,449 54,387

訴訟関連損失 － 2,643

未払費用の増減額（△は減少） 53,821 211,618

売上債権の増減額（△は増加） 3,020,006 530,509

たな卸資産の増減額（△は増加） 802,526 △608,911

仕入債務の増減額（△は減少） △1,873,707 569,955

前受収益の増減額（△は減少） 298,506 381,146

その他 △83,370 516,440

小計 918,545 2,549,176

利息及び配当金の受取額 10,224 7,354

利息の支払額 △33,953 △36,422

法人税等の支払額 △216,887 66,653

事業再編による支出 △115,142 △58,550

訴訟関連損失の支払額 － △2,643

営業活動によるキャッシュ・フロー 562,786 2,525,567

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 △133,740 △142,956

有形固定資産の売却による収入 1,614 128

無形固定資産の取得による支出 △35,922 △41,722

投資有価証券の取得による支出 △298 △301

定期預金の純増減額（△は増加） － △100,000

貸付けによる支出 △9,584 －

貸付金の回収による収入 15,100 585

敷金及び保証金の差入による支出 △207,759 △10,465

その他 1,655 12,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △368,933 △282,652
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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） 1,098,809 △473,036

長期借入れによる収入 － 1,390,000

長期借入金の返済による支出 △16,461 △140,999

社債の発行による収入 483,430 －

社債の償還による支出 － △84,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 39,600

自己株式の取得による支出 － △1,387,767

配当金の支払額 － △282,879

その他 － △4,319

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,565,778 △943,402

現金及び現金同等物に係る換算差額 77,369 △192,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,837,000 1,107,164

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 5,129,853 8,253,969
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  該当事項はありません。   

  

［事業の種類別セグメント情報］  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

  当社グループは、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 。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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 

  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 7,835,916  6,460,420  902,499  15,198,837  －  15,198,837

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 318,350  54,938  3,919,002  4,292,290 ( ) 4,292,290  －

計  8,154,267  6,515,359  4,821,502  19,491,128 ( ) 4,292,290  15,198,837

 営業利益又は損失(△)  △1,373,440  62,303  △39,553  △1,350,690 ( ) 126,174  △1,476,864

  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 
 10,247,490  6,603,940  938,613  17,790,044  －  17,790,044

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 396,245  112,548  4,404,798  4,913,591 ( ) 4,913,591  －

計  10,643,735  6,716,488  5,343,411  22,703,636 ( ) 4,913,591  17,790,044

 営業利益又は損失(△)  498,626  △12,552  240,085  726,158  20,067  746,226

  北米 欧州 アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,726,714  3,560,974  901,619  7,189,307

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  －  15,198,837

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
 17.9  23.4  5.9  47.3

  北米 欧州 アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,774,858  3,658,242  936,531  7,369,631

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  －  17,790,044

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
 15.6  20.6  5.3  41.4
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 当社は、当第２四半期連結累計期間において、平成21年５月14日、平成21年12月28日、平成22年３月30日及び

平成22年５月25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２四半期連結累

計期間において、自己株式が1,387,767千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において2,056,279千円となっ

ております。  

（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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