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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 938 31.0 30 ― 26 ― 22 ―

22年12月期第1四半期 716 △17.8 △175 ― △179 ― △188 ―

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

23年12月期第1四半期 657.89 ―

22年12月期第1四半期 △5,569.53 ―

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

23年12月期第1四半期 3,995 1,754 43.9 51,809.34
22年12月期 4,080 1,715 42.0 50,661.78

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  1,753百万円 22年12月期  1,715百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23年12月期 0.00

23年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

1,850 12.6 0 ― △20 ― △22 ― △649.66

通期 4,050 12.0 80 ― 45 ― 40 ― 1,181.20



(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  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 

（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は終了しておりません。 

※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）３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.４「その他の情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q  41,776株 22年12月期  41,776株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  7,912株 22年12月期  7,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  33,864株 22年12月期1Q 33,896株
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当第１四半期連結会計期間(平成23年１月１日から平成23年３月31日)におけるわが国経済は、世界的

な金融危機に端を発した景気低迷の影響が緩やかに改善し、雇用環境、所得環境や設備投資意欲の持ち

直しが見られたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が国内経済に与える影響は甚大であ

り、先行き不透明な状況となっております。 

また、当社が属する電機・IT業界でも企業収益の改善により、新規製品開発や設備投資の改善の動き

が見られ、厳しい状況ながらも緩やかな回復基調にありましたが、今回の震災によって一気に不透明感

が増しております。 

このような状況の中、当社の連結売上高は前年同四半期比31.0％増加の９億38百万円となりました。

ネットワーク関連事業は、事業を構成する４つの製品カテゴリでいずれも増収となり、売上高は前年

同四半期比54.9％増加の７億88百万円となりました。 

まず、プリントサーバの売上高は、前年同四半期比26.0％増となりました。OEM製品出荷が順調であ

ったことが主な要因であります。 

USBデバイスサーバ製品群の売上高は、前年同四半期比34.1％の増加となりました。ブロードバンド

ルータ向けの組込みソフトウェアUSB Virtual Linkが好調に推移したことや、USB機器をクラウドコン

ピューティング環境下で利用するための製品やサービスの開発が活発となってきていることが成長を後

押ししております。 

無線LAN製品群の売上高は、前年同四半期比102.9％増加しました。小型・省電力を特徴とするSDIOモ

ジュールの出荷が米国医療機器向けに引続き活発なことに加え、国内においてはプリンタメーカの無線

LAN対応開発が本格的になってきており、売上が伸張しました。 

AVネットワーク製品群の売上高は前年同四半期比130.3％増加しました。タッチパネルモニタやペン

タブレットといった入力・表示を同時に行う装置の無線LAN対応に当社のソリューション(ネットワー

ク・ディスプレイ・アダプタ)が複数社で採用され、売上を牽引しました。 

その他事業の売上高は、前年同四半期比27.6％減少の１億50百万円となりました。 

営業損益に関しては、経費の圧縮効果もあり、販売費及び一般管理費が前年同四半期比16.5％減少の

３億41百万円となり、30百万円の利益(前年同四半期は１億75百万円の損失)となりました。平成21年第

１四半期から７四半期連続で連結営業赤字が続いておりましたが、平成22年第４四半期に連結営業黒字

に転じ、これで２四半期連続の連結営業黒字となりました。また、四半期営業損益が黒字に転じたこと

に伴い、経常利益は26百万円(前年同四半期は１億79百万円の損失)、四半期純利益は22百万円(前年同

四半期は１億88百万円の損失)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

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四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85百万円(2.1％)減少し、39億95

百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ51百万円(1.7％)減少し、29億72百万円となりました。これは、

主として現金及び現金同等物が44百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ34百万円(3.2％)減少し、10億22百万円となりました。これは、

主として有形固定資産が14百万円、ソフトウエアが17百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。 

一方、当第１四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ１億24百万円(5.3％)減

少し、22億40百万円となりました。これは、主として社債の償還が66百万円、長期借入金の返済が１億

１百万円あったことによるものであります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.9ポイント増

加の43.9％となり、１株当たり純資産額は51,809円34銭(前連結会計年度末は50,661円78銭)となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度

末に比べ44百万円減少し、10億62百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果獲得した資金は、１億30百万円(前年同四半期比93.5％増)となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が23百万円、減価償却費が57百万円、賞与引当金の増加額が48百万円あ

ったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は、21百万円(前年同四半期比9.3％増)となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出が12百万円、無形固定資産の取得による支出が９百万円あったことによる

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億67百万円(前年同四半期比7.0％増)となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出が１億１百万円、社債の償還による支出が66百万円あったことによる

ものであります。 

  

当期の業績予想につきましては、平成23年２月14日発表の数値に変更はありません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産等の状況

② キャッシュ・フローの状況

(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。 

  

 (簡便な会計処理) 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実施棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しています。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

③ 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ましては、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ため、前連結会計年度決算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。 
  

 (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。 

  

 (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) 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

なお、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷

金が原状回復費用に充てられるため回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、

そのうち当第１四半期連結会計期間の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ150千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

1,300千円減少しております。 

  

 (表示方法の変更) 

四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「未払配

当金除斥益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲

記することといたしました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる

「未払配当金除斥益」は1,095千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目を表示しております。 

  

当第１四半期連結会計期間において営業利益を計上するとともに、同期間において営業キャッシ

ュ・フローがプラスとなったこと、ならびに当連結会計年度においても営業利益の計上が見込まれる

ことから、前事業年度の有価証券報告書に記載しておりました継続企業の前提に関する重要事象等に

ついて重要な不確実性はないと判断しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 755,071 699,146

受取手形及び売掛金 1,048,993 1,138,674

有価証券 307,421 407,363

たな卸資産 709,953 616,953

未収入金 118,925 138,047

その他 36,107 28,003

貸倒引当金 △4,299 △4,153

流動資産合計 2,972,172 3,024,034

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 638,219 649,732

機械装置及び運搬具（純額） 47,008 50,817

工具、器具及び備品（純額） 62,020 59,953

リース資産（純額） 9,875 10,725

有形固定資産合計 757,123 771,228

無形固定資産   

ソフトウエア 164,590 182,151

その他 3,487 3,487

無形固定資産合計 168,078 185,639

投資その他の資産   

投資有価証券 2,291 2,502

その他 119,142 119,758

貸倒引当金 △23,798 △22,269

投資その他の資産合計 97,635 99,991

固定資産合計 1,022,838 1,056,859

資産合計 3,995,010 4,080,894
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,952 91,643

1年内償還予定の社債 632,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 337,415 365,471

未払法人税等 4,739 9,271

繰延税金負債 751 －

製品保証引当金 1,227 1,202

賞与引当金 48,233 －

返品調整引当金 13,148 9,722

その他 116,734 174,089

流動負債合計 1,291,202 1,283,400

固定負債   

社債 202,000 268,000

長期借入金 348,574 422,314

繰延税金負債 225 311

退職給付引当金 351,200 342,900

役員退職慰労引当金 40,450 40,450

その他 6,887 7,907

固定負債合計 949,336 1,081,883

負債合計 2,240,539 2,365,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,058,191 2,058,191

資本剰余金 2,076,539 2,076,539

利益剰余金 △1,727,235 △1,749,514

自己株式 △419,237 △419,237

株主資本合計 1,988,258 1,965,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 329 454

為替換算調整勘定 △235,339 △250,823

評価・換算差額等合計 △235,010 △250,368

新株予約権 1,223 －

純資産合計 1,754,471 1,715,610

負債純資産合計 3,995,010 4,080,894
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 716,389 938,441

売上原価 483,382 567,053

売上総利益 233,006 371,387

販売費及び一般管理費 408,532 341,128

営業利益又は営業損失（△） △175,525 30,259

営業外収益   

受取利息 425 323

未払配当金除斥益 － 1,257

為替差益 3,320 1,914

その他 2,039 531

営業外収益合計 5,785 4,026

営業外費用   

支払利息 7,387 5,905

支払保証料 863 809

その他 1,160 950

営業外費用合計 9,410 7,664

経常利益又は経常損失（△） △179,151 26,621

特別利益   

新株予約権戻入益 － 3

特別利益合計 － 3

特別損失   

和解金 8,650 －

事業整理損 － 2,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,150

特別損失合計 8,650 3,150

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（△）

△187,801 23,474

法人税、住民税及び事業税 983 1,195

法人税等合計 983 1,195

少数株主損益調整前四半期純利益 － 22,278

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188,784 22,278
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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（△）

△187,801 23,474

減価償却費 64,796 57,339

貸倒引当金の増減額（△は減少） 669 △446

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,914 48,233

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,100 8,300

その他の引当金の増減額（△は減少） － 3,195

受取利息及び受取配当金 △425 △323

支払利息 7,387 5,905

売上債権の増減額（△は増加） 111,090 93,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,052 △89,205

未収入金の増減額（△は増加） 72,160 19,303

仕入債務の増減額（△は減少） 31,819 43,794

その他 △23,760 △67,461

小計 82,900 145,208

利息及び配当金の受取額 425 323

利息の支払額 △10,900 △9,517

和解金の支払額 － △2,000

法人税等の支払額 △5,083 △3,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,340 130,316

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 △10,600 △12,862

無形固定資産の取得による支出 △9,583 △9,840

その他 565 1,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,618 △21,439

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △123,957 △101,874

社債の償還による支出 － △66,000

配当金の支払額 △26,617 △307

自己株式の取得による支出 △5,820 －

その他 △526 331

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,922 △167,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,320 14,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,520 △44,016

現金及び現金同等物の期首残高 1,860,804 1,106,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,749,284 1,062,492
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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) 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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