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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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3四半期 2,019 25.5 △31 ― △52 ― △476 ―

21年12月期第3四半期 1,608 △9.2 △161 ― △160 ― △180 ―

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3四半期 △50,538.18 ―

21年12月期第3四半期 △19,330.33 ―

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3四半期 2,052 159 7.8 16,909.21
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3四半期  159百万円 21年12月期  641百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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） 0.00 0.00

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 2,982 29.2 24 ― 1 ― △422 ― △44,774.92



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  無  
（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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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3Q  9,521株 21年12月期  9,489株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  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3Q  9,422株 21年12月期3Q  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３四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年９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、新規分野として映像配信分野（Vidyo

社商品の販売、子会社の㈱イノコス等）への取り組みを進めてまいりました。また、平成22年９月には、マルチベ

ンダ対応のネットワーク機器/サーバ監視サービスである「Nabbix監視サービス」の提供を開始したほか、セルテク

ノロジー社と代理店契約を締結し、マルチホーミング製品の販売を開始するなど、新規商材の拡充も行いました。 

 実績面では、Fortinet社やArray社等のセキュリティ関連商品が引き続き堅調に推移したほか、Aruba社の無線LAN

商品が大型案件の獲得もあり好調に推移しました。一方、子会社については、㈱イノコスは堅調に推移したもの

の、㈱セーブルネットワークス及び㈱パックスについては、低調な結果となりました。 

 利益面につきましては、商品評価損を当第３四半期連結会計期間において19,587千円計上したものの、㈱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。一方、販管費を始めとす

る諸費用については、当第３四半期連結会計期間において貸倒引当金21,047千円を計上したほか、子会社の増加に

伴う人件費の増加、のれんの計上等の増加要因はあったものの、当社の人件費の削減を始めとした諸費用の見直し

により増加額の抑制に努めました。当第３四半期連結累計期間では赤字解消には至っておりませんが、当第３四半

期連結会計期間の営業損益及び経常損益は、わずかながらも黒字を確保しました。また、投資先の業容の見通しが

不透明なため、子会社の㈱セーブルネットワークスが保有する投資有価証券について当第３四半期連結会計期間に

おいて投資有価証券評価損を291,327千円計上しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,019,170千円（前年同四半期比25.5％増）、営業損失は

31,968千円（前期営業損失161,489千円）、経常損失は52,116千円（前期経常損失160,309千円）、四半期純損失は

476,180千円（前期四半期純損失181,801千円）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３四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156,564千円増加し、2,052,532千円となりま

した。これは主に、投資有価証券が370,502千円減少した一方で、のれんが469,026千円増加したことによるもので

す。 

 また、当第３四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638,161千円増加し、1,892,960千円

となりました。これは主に、短期借入金が150,808千円、長期借入金が131,397千円、長期未払金が144,522千円増加

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481,596千円減少し、159,572千円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末の33.8％から26ポイント悪化し7.8％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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96,534千円増加

し、132,742千円となりました。 

（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27,021千円収入が増加し、163,726千円の収入となりまし

た。これは、主に仕入債務の増加額が147,515千円増加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230,261千円支出が増加し、350,081千円の支出となりま

した。これは、主に事業譲受による支出265,962千円によるものです。 

（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289,401千円収入が増加し、286,766千円の収入となりま

した。これは、主に短期借入れによる純収入251,880千円の増加及び長期借入れによる純収入24,143千円の増加によ

るものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 セキュリティ関連商品や無線LAN商品は第４四半期連結会計期間につきましても堅調に推移する見込みですが、

子会社の㈱イノコスを中心として、子会社各社は第４四半期連結会計期間においては低調に推移すると想定されま

す。また、円高による仕入コストの低減や当社の人件費の削減を始めとした諸費用の見直しの効果は出ているもの

の、当初計画を上回る商品評価損や貸倒引当金の計上が必要と見込まれることなどから、平成22年８月11日に公表

しました通期業績予想を売上高2,982百万円、営業利益24百万円、経常利益1百万円、当期純損失422百万円に修正

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



いたします。 

 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 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、31,968千円の営業損失、投資有価証券評価損等により、

476,180千円の四半期純損失を計上し、純資産の額が大きく減少しております。 

 また、当社グループは、子会社を含め新規事業での拡大を目指しているため、資金需要が増加しており、金融機

関からの借入残高が973,419千円となっております。主として当座貸越枠を利用した借入となっておりますが、今

後当座貸越枠が維持される保証はなく、今後の資金繰りが懸念されると認識しています。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、「３．四半期連結財務諸表（４）継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり、当該状況を

解消するべく対応策を推進していきますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

  

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３四半期連結会計期間末 
(平成22年９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 132,742 36,207 

受取手形及び売掛金 402,856 482,167 

商品及び製品 305,691 283,470 

仕掛品 798 1,070 

原材料及び貯蔵品 32 36 

その他 159,249 219,951 

貸倒引当金 △68 △42,055 

流動資産合計 1,001,302 980,848 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 147,732 121,071 

土地 17,113 17,113 

その他（純額） 28,800 26,121 

有形固定資産合計 193,646 164,306 

無形固定資産   

のれん 472,794 3,767 

その他 47,146 39,148 

無形固定資産合計 519,940 42,915 

投資その他の資産   

投資有価証券 143,315 513,818 

その他 330,405 194,077 

貸倒引当金 △136,079 － 

投資その他の資産合計 337,642 707,896 

固定資産合計 1,051,229 915,118 

資産合計 2,052,532 1,895,967 

負債の部   

流動負債   

買掛金 194,274 110,856 

短期借入金 540,400 429,000 

1年内返済予定の長期借入金 124,416 85,008 

前受金 305,067 222,219 

未払金 213,978 198,628 

未払法人税等 37,736 － 

その他 21,378 24,681 

流動負債合計 1,437,251 1,070,394 

固定負債   

長期借入金 308,603 177,206 

その他 147,106 7,198 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年９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 455,709 184,404 

負債合計 1,892,960 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 △578,353 △102,172 

自己株式 △7,433 △7,433 

株主資本合計 170,425 640,162 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,853 △357 

繰延ヘッジ損益 － 1,364 

評価・換算差額等合計 △10,853 1,006 

純資産合計 159,572 641,168 

負債純資産合計 2,052,532 1,895,967 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,608,917 2,019,170 

売上原価 1,102,733 1,167,961 

売上総利益 506,183 851,208 

販売費及び一般管理費 667,672 883,177 

営業損失（△） △161,489 △31,968 

営業外収益   

受取利息 1,951 889 

受取配当金 10 7 

為替差益 － 10,599 

固定資産賃貸料 16,560 24,730 

その他 3,133 1,129 

営業外収益合計 21,655 37,355 

営業外費用   

支払利息 7,931 11,993 

為替差損 1,202 － 

減価償却費 10,386 17,948 

貸倒引当金繰入額 － 25,562 

その他 955 1,998 

営業外費用合計 20,475 57,503 

経常損失（△） △160,309 △52,116 

特別利益   

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 6,098 25,618 

特別損失   

固定資産売却損 48 14 

固定資産除却損 4,855 1,010 

投資有価証券評価損 20,902 365,827 

貸倒引当金繰入額 － 39,304 

その他 － 9,453 

特別損失合計 25,807 415,611 

税金等調整前四半期純損失（△） △180,018 △442,109 

法人税、住民税及び事業税 982 37,229 

法人税等調整額 14,082 △3,158 

法人税等合計 15,065 34,071 

少数株主損失（△） △13,282 － 

四半期純損失（△） △181,801 △476,180 



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 414,272 670,077 

売上原価 260,959 389,576 

売上総利益 153,312 280,500 

販売費及び一般管理費 222,152 278,095 

営業利益又は営業損失（△） △68,840 2,405 

営業外収益   

受取利息 930 305 

受取配当金 2 3 

為替差益 2,529 7,035 

固定資産賃貸料 5,520 8,146 

その他 1,556 329 

営業外収益合計 10,538 15,820 

営業外費用   

支払利息 2,864 4,694 

減価償却費 3,462 5,922 

貸倒引当金繰入額 － 5,562 

その他 － 236 

営業外費用合計 6,326 16,415 

経常利益又は経常損失（△） △64,628 1,810 

特別損失   

固定資産売却損 － 13 

固定資産除却損 172 1,010 

投資有価証券評価損 11,415 291,327 

その他 － 9,453 

特別損失合計 11,587 301,804 

税金等調整前四半期純損失（△） △76,215 △299,994 

法人税、住民税及び事業税 327 15,089 

法人税等調整額 30,054 △1,286 

法人税等合計 30,382 13,803 

四半期純損失（△） △106,598 △313,798 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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（△） △180,018 △442,109 

減価償却費 81,888 109,010 

のれん償却額 443 87,201 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,685 94,091 

受取利息及び受取配当金 △1,962 △896 

支払利息 7,931 11,993 

支払保証料 － 374 

為替差損益（△は益） △13 3,857 

有形固定資産売却損益（△は益） 48 14 

固定資産除却損 4,855 1,010 

投資有価証券評価損益（△は益） 20,902 365,827 

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） 310,242 △48,466 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,048 △17,066 

前渡金の増減額（△は増加） △84,858 25,442 

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） － △1,377 

固定化営業債権の増減額（△は増加） － △57,654 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,434 9,690 

仕入債務の増減額（△は減少） △73,622 73,892 

未払金の増減額（△は減少） 21,285 39,652 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,814 8,497 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

915 △1,006 

前受金の増減額（△は減少） 19,721 △591 

未払費用の増減額（△は減少） △159 △12 

預り金の増減額（△は減少） △9,464 △8,380 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 495 － 

小計 127,420 185,226 

利息及び配当金の受取額 807 807 

利息の支払額 △8,141 － 

利息及び保証料の支払額 － △20,950 

法人税等の支払額 △2,756 △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 136,705 163,726 



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９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 △51,939 △78,741 

有形固定資産の売却による収入 28 87 

有形固定資産の除却による支出 △377 － 

無形固定資産の取得による支出 △32,508 △14,159 

投資有価証券の取得による支出 △20,741 △48,000 

投資有価証券の売却による収入 5,755 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 － △265,962 

貸付けによる支出 △15,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,820 △350,081 

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 627,000 992,900 

短期借入金の返済による支出 △669,000 △783,020 

長期借入れによる収入 65,000 160,000 

長期借入金の返済による支出 △18,338 △89,195 

株式の発行による収入 － 6,444 

配当金の支払額 △7,296 △249 

リース債務の返済による支出 － △112 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,634 286,766 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △368 △3,877 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,881 96,534 

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 111,584 132,742 



 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、31,968千円の営業損失、投資有価証券評価損等により、

476,180千円の四半期純損失を計上し、純資産の額が大きく減少しております。 

 また、当社グループは、子会社を含め新規事業での拡大を目指しているため、資金需要が増加しており、金融機関

からの借入残高が973,419千円となっております。主として当座貸越枠を利用した借入となっておりますが、今後当

座貸越枠が維持される保証はなく、今後の資金繰りが懸念されると認識しています。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消するべく、継続して下記施策を推進しております。 

①新規事業での拡大 

・映像配信分野での展開を加速（Vidyo社商品、子会社の㈱イノコス等） 

・新規取扱製品及びサービスの収益化 

②既存事業の収益性の向上 

・営業体制の強化 

・前期導入した新基幹システムによる合理化 

・社内原価見直しによる適切な販売価格設定及び採算性改善  

・見積承認フローの変更によるチェック体制の維持  

・販管費の適正化（人件費の抑制、オフィスの縮小・移転等）  

③資金手当 

・各取引銀行と締結している当座貸越契約の維持 

・長期借入契約の実行 

・保有資産の売却（投資有価証券等） 

・社内設備のリースの活用 

他  

 しかしながら、これらの対応策を講じても、既存事業における収益性向上施策や新規事業が計画のとおりに進まな

い可能性もあり、また資金手当につきましても関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

〔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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