
  

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：有 
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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  1,349  12.9  △34  －  △53  －  △162  －

21年12月期第２四半期  1,194  9.2  △92  －  △95  －  △75  －

  
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  △17,247  83  －      

21年12月期第２四半期  △7,996  14  －      

  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  2,363  463  19.6  49,104  70

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２四半期 463百万円 21年12月期 641百万円 

  
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  －        0  00  0  00

22年12月期  －        0  00

22年12月期（予想）  －        5,300  00  5,300  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  3,208  39.1  187  －  143  －  48  －  5,106  66



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」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 ：無 

新規       －社 （社名                       ）、除外       －社  （社名                       ） 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

  

（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              ：無 

  

（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は終了していませ

ん。 

  

※  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

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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 9,521株 21年12月期 9,489株 

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 84株 21年12月期 84株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 9,415株 21年12月期２Ｑ 9,405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（平成22年１月１日～平成22年６月30日）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、引き続き、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、高画質テレビ会議システムである

Vidyo社製品の販売、㈱イノコスによるIP放送システム開発・販売への進出、㈱パックスによるBGM及び映像配信サ

ービスの提供など、新規分野への取り組みを進めてまいりました。  

 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、全般的に低調に推移しました。一方、子会社については、㈱パックスは当初見込んおりました大口の新規顧客

の獲得に至っておらず、当初の計画から大幅な遅れが生じているものの、子会社の㈱セーブルネットワークス及び

㈱イノコスは順調に推移しました。 

 利益面につきましては、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、㈱イノコスの寄与に加え、円高による仕入コストの低減により売上総利益が大幅に増加しましたが、人員増に

伴う人件費の増加、研究開発費やのれんの計上等の要因により販売費及び一般管理費が増加しました。また、投資

先の業容の悪化に伴い、その債権につき貸倒引当金を設定したほか、保有投資有価証券について投資有価証券評価

損を計上しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,349,092千円（前年同四半期比12.9％増）、営業損失は

34,374千円（前期営業損失92,669千円）、経常損失は53,927千円（前期経常損失95,701千円）、四半期純損失は

162,382千円（前期四半期純損失75,203千円）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の総資産は、前連結会計年度末に比べ467,759千円増加し、2,363,726千円となりま

した。これは主に、売上債権が124,107千円、商品及び製品が73,276千円減少した一方で、現金及び預金が108,474

千円、前渡金が47,887千円、のれんが500,162千円増加したことによるものです。 

 また、当第２四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645,526千円増加し、1,900,325千円

となりました。これは主に、前受金が102,820千円、短期借入金が144,408千円、長期借入金が162,501千円、長期未

払金が191,709千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177,767千円減少し、463,401千円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末の33.8％から14.2ポイント悪化し19.6％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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108,474千円増加

し、144,682千円となりました。 

（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、前年同期と比べ118,451千円収入が減少し、85,165千円の収入となりまし

た。これは、主に売上債権の減少額が116,400千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、前年同期と比べ220,524千円支出が増加し、288,174千円の支出となりま

した。これは、主に事業譲受による支出218,775千円によるものです。 

（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、前年同期と比べ455,464千円収入が増加し、311,598千円の収入となりま

した。これは主に短期借入れによる純収入348,480千円の増加及び長期借入れによる純収入93,578千円の増加による

ものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 円高による売上総利益率の改善効果、役員報酬の減額をはじめとした人件費の削減や本社縮小による販管費の削

減効果は見込めるものの、新規商品の販売遅延及び㈱パックスによるBGM配信サービスの事業進捗の遅延が見込ま

れることから、平成22年２月10日に公表しました通期業績予想を売上高3,208百万円、営業利益187百万円、経常利

益143百万円、当期純利益48百万円に修正いたします。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



 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。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報



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 144,682 36,207 

受取手形及び売掛金 358,059 482,167 

商品及び製品 210,194 283,470 

仕掛品 20 1,070 

原材料及び貯蔵品 32 36 

その他 234,154 219,951 

貸倒引当金 △62 △42,055 

流動資産合計 947,080 980,848 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 170,011 121,071 

土地 17,113 17,113 

その他（純額） 28,069 26,121 

有形固定資産合計 215,193 164,306 

無形固定資産   

のれん 503,929 － 

その他 46,640 42,915 

無形固定資産合計 550,570 42,915 

投資その他の資産   

投資有価証券 412,674 513,818 

その他 353,238 194,077 

貸倒引当金 △115,031 － 

投資その他の資産合計 650,881 707,896 

固定資産合計 1,416,645 915,118 

資産合計 2,363,726 1,895,967 

負債の部   

流動負債   

買掛金 111,706 110,856 

短期借入金 534,000 429,000 

1年内返済予定の長期借入金 124,416 85,008 

前受金 325,040 222,219 

未払金 229,500 198,628 

未払法人税等 23,675 － 

その他 20,571 24,681 

流動負債合計 1,368,909 1,070,394 

固定負債   

長期借入金 339,707 177,206 

その他 191,709 7,198 



（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 531,416 184,404 

負債合計 1,900,325 1,254,798 

純資産の部   

株主資本   

資本金 369,981 366,759 

資本剰余金 386,231 383,009 

利益剰余金 △264,555 △102,172 

自己株式 △7,433 △7,433 

株主資本合計 484,223 640,162 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,822 △357 

繰延ヘッジ損益 － 1,364 

評価・換算差額等合計 △20,822 1,006 

純資産合計 463,401 641,168 

負債純資産合計 2,363,726 1,895,967 



（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 1,194,644 1,349,092 

売上原価 841,773 778,384 

売上総利益 352,870 570,708 

販売費及び一般管理費 445,539 605,082 

営業損失（△） △92,669 △34,374 

営業外収益   

受取利息 1,021 583 

受取配当金 8 4 

為替差益 － 3,563 

固定資産賃貸料 11,040 16,583 

その他 1,576 799 

営業外収益合計 13,646 21,534 

営業外費用   

支払利息 5,066 7,298 

為替差損 3,732 － 

減価償却費 6,924 12,026 

貸倒引当金繰入額 － 20,000 

その他 955 1,762 

営業外費用合計 16,678 41,087 

経常損失（△） △95,701 △53,927 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19 － 

子会社株式売却益 2,010 － 

投資有価証券売却益 4,088 25,618 

特別利益合計 6,117 25,618 

特別損失   

固定資産売却損 48 1 

固定資産除却損 4,683 － 

投資有価証券評価損 9,487 74,500 

貸倒引当金繰入額 － 39,304 

特別損失合計 14,219 113,806 

税金等調整前四半期純損失（△） △103,803 △142,115 

法人税、住民税及び事業税 655 22,139 

法人税等調整額 △15,972 △1,871 

法人税等合計 △15,317 20,267 

少数株主損失（△） △13,282 － 

四半期純損失（△） △75,203 △162,382 



（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損失（△） △103,803 △142,115 

減価償却費 52,100 69,340 

のれん償却額 221 56,066 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 73,038 

受取利息及び受取配当金 △1,029 △587 

支払利息 5,066 7,298 

支払保証料 － 137 

為替差損益（△は益） △146 210 

有形固定資産売却損益（△は益） 48 1 

固定資産除却損 4,683 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 9,487 74,500 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,088 △25,618 

子会社株式売却損益（△は益） △2,010 － 

売上債権の増減額（△は増加） 240,508 124,107 

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,534 83,585 

前渡金の増減額（△は増加） △9,091 △42,790 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △42,150 

差入保証金の増減額（△は増加） － △25,000 

固定化営業債権の増減額（△は増加） － △60,185 

その他の資産の増減額（△は増加） 4,568 10,723 

仕入債務の増減額（△は減少） △57,285 △8,675 

未払金の増減額（△は減少） 39,361 △69,454 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,284 7,535 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

48 22 

前受金の増減額（△は減少） 47,599 19,380 

未払費用の増減額（△は減少） △157 27 

預り金の増減額（△は減少） △8,596 △7,606 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34 － 

小計 189,181 101,792 

利息及び配当金の受取額 791 791 

利息の支払額 △4,956 － 

利息及び保証料の支払額 － △16,062 

法人税等の支払額 △775 △1,356 

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 203,616 85,165 



（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) 

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 △38,148 △76,035 

有形固定資産の売却による収入 139 100 

有形固定資産の除却による支出 △204 － 

無形固定資産の取得による支出 △23,158 △14,159 

投資有価証券の取得による支出 △1,241 △36,000 

投資有価証券の売却による収入 － 59,631 

敷金及び保証金の差入による支出 △80 △1,944 

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 － △218,775 

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,650 △288,174 

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 503,000 632,100 

短期借入金の返済による支出 △648,000 △428,620 

長期借入れによる収入 20,000 160,000 

長期借入金の返済による支出 △11,669 △58,091 

株式の発行による収入 － 6,444 

配当金の支払額 △7,197 △234 

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,866 311,598 

現金及び現金同等物に係る換算差額 146 △114 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,753 108,474 

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 89,949 144,682 



 該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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〕 

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

（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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