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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 826 18.9 70 ― 58 ― 22 ―

22年12月期第1四半期 695 △1.1 △1 ― △23 ― △18 ―

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 2,362.19 ―

22年12月期第1四半期 △2,013.42 ―

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 1,880 134 6.4 12,641.41
22年12月期 1,835 109 5.3 10,279.28

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  119百万円 22年12月期  97百万円

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
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

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)

1,546 14.6 77 ― 53 ― 5 ― 560.64

通期 3,050 4.2 173 ― 142 ― 38 ― 4,059.20



(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  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。詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】２．その他の情報をご覧ください。 

(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ます。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金商品取引
法に基づく四半期レビュー手続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 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 9,521株 22年12月期  9,521株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  84株 22年12月期  84株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 9,437株 22年12月期1Q  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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、復調の兆しがみられたものの、東日本大震災以降は先

行き不透明な状況となりました。 

 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・技術の成熟化が進む中で、クラウドサービス及びその

利用の一層の進展、ネットワークの無線化、スマートフォンによるIPトラフィック等の増加、IPアドレスの枯渇、

DDosやDNSSEC等の新たな脅威等、ネットワーク上での様々な問題に対する取り組みが着実に進展しております。 

 このような状況の中、当社グループは、新規事業である映像配信分野（Vidyo社商品の販売、子会社の㈱イノコス

等）での展開に積極的に取り組み、また、新規商材として平成23年１月には、スカリティ社と代理店契約を締結し、

クラウドストレージ製品の販売を開始しました。既存事業においては、Fortinet社等のセキュリティ関連商品や

Aruba社の無線LAN商品が堅調に推移したほか、官公庁向けのストレージ案件を受注し出荷しました。 

 この結果、当社の売上は前年同期を上回って推移し、子会社については、㈱セーブルネットワークス及び㈱パック

スについては振るわなかったものの、㈱イノコスが好調に推移したことにより、売上高は前年同期を上回りました。

 利益面につきましては、当社の売上増及び㈱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、人件費の削減を始めとした諸費用の見直し

により一層の改善が進み、営業損益、経常損益及び四半期純損益はいずれも黒字化し前年同期と比べ大きく改善しま

した。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は 千円（前年同四半期比18.9％増）、営業利益は

千円（前期四半期営業損失 千円）、経常利益は 千円（前期四半期経常損失 千円）、四半期

純利益は 千円（前期四半期純損失 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44,746千円増加し、 千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が減少した一方、売掛金、商品が増加したことによるものです。 

 また、当第１四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19,559千円増加し、 千円と

なりました。これは主に、短期借入金、前受金が減少した一方、買掛金、一年内返済予定の長期借入金、未払金が

増加したことによるものです。 

 なお、純資産は、四半期純利益の計上により前連結会計年度末に比べ25,187千円増加し、 千円となりまし

た。 

 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、前連結会計年度末の5.3％から1.1ポイント増加し、

6.4％となりました。 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会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 千円減少

し、 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、 千円の支出（前年同期は 千円の支出）となりました。主な

収入要因は、税金等調整前四半期純利益 千円、仕入債務の増加額 千円等であります。一方、主な支出

要因は、売上債権の増加額 千円、たな卸資産の増加額 千円等であります。 

（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、 千円の支出（前年同期は 千円の支出）となりました。主な

支出要因は、事業譲受による支出 千円であります。 

（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、 千円の支出（前年同期は 千円の収入）となりました。主な

収入要因は、短期借入れによる収入 千円、長期借入れによる収入 千円であります。一方、主な支出要

因は、短期借入金の返済による支出 千円、長期借入金の返済による支出 千円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期及び第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成23年２月15日に公表しました業績予想に変更

はありません。 

 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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

826,788

70,350 1,058 58,731 23,611

22,291 18,936

1,880,168

1,745,476

134,692

79,684

55,672

34,516 74,977

39,498 87,311

169,393 43,107

21,268 177,303

38,729

24,673 257,677

277,600 42,400

305,800 38,695
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（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 

 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）

及び「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。 

 これにより、当第１四半期連結会計期間の税引前四半期純利益が17,356千円減少しております。また、当会計基

準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17,356千円であります。 

  

（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、前連結会計年度において、9,494千円の営業損失、投資有価証券評価損等により、539,032千円

の当期純損失を計上した結果、純資産の額が大幅に減少しております。 

 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当第１四半期連結会計期間において844,811千円となっております。業績は回復傾向にあるも

のの、当該借入金の多くは当座貸越枠等を利用した短期での借入となっており、今後金融機関が借入金の借換に応

じる保証はなく、今後の資金繰りが懸念されると認識しています。 

 第１四半期連結会計期間におきましては、①人件費の抑制等による販管費の削減、②短期借入の一部について長

期借入への契約変更、③引受社債の一部銘柄についての早期償還の申し入れ、④子会社による金融機関からの調達

を行いましたが、当該状況の解消までには至っておらず、引き続き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
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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 55,672 135,356

受取手形及び売掛金 686,879 517,485

商品及び製品 226,621 183,237

仕掛品 114 391

原材料及び貯蔵品 32 32

その他 117,877 139,468

貸倒引当金 △24,802 △22,970

流動資産合計 1,062,394 953,000

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 113,484 121,869

その他（純額） 17,731 18,785

有形固定資産合計 131,216 140,654

無形固定資産   

のれん 417,202 444,982

その他 31,928 34,590

無形固定資産合計 449,130 479,573

投資その他の資産   

投資有価証券 129,578 149,078

その他 254,868 260,499

貸倒引当金 △147,019 △147,384

投資その他の資産合計 237,427 262,193

固定資産合計 817,774 882,421

資産合計 1,880,168 1,835,422

負債の部   

流動負債   

買掛金 330,931 243,619

短期借入金 404,000 459,800

1年内返済予定の長期借入金 152,016 124,416

前受金 249,827 268,999

未払金 202,469 167,266

未払法人税等 15,060 24,431

その他 41,523 52,543

流動負債合計 1,395,828 1,341,076

固定負債   

長期借入金 288,795 285,090

その他 60,853 99,750

固定負債合計 349,648 384,840
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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) 

負債合計 1,745,476 1,725,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 369,981 369,981

資本剰余金 386,231 386,231

利益剰余金 △618,913 △641,204

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 129,866 107,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,569 △10,568

評価・換算差額等合計 △10,569 △10,568

少数株主持分 15,395 12,499

純資産合計 134,692 109,505

負債純資産合計 1,880,168 1,835,422
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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 695,534 826,788

売上原価 424,931 513,346

売上総利益 270,602 313,442

販売費及び一般管理費 271,661 243,092

営業利益又は営業損失（△） △1,058 70,350

営業外収益   

受取利息 293 292

受取配当金 0 0

固定資産賃貸料 8,437 2,754

貸倒引当金戻入額 － 45

その他 159 118

営業外収益合計 8,890 3,212

営業外費用   

支払利息 3,237 4,240

貸倒引当金繰入額 20,000 －

為替差損 1,076 6,223

減価償却費 6,104 4,029

その他 1,023 337

営業外費用合計 31,443 14,830

経常利益又は経常損失（△） △23,611 58,731

特別利益   

投資有価証券売却益 17,101 －

特別利益合計 17,101 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,356

固定資産除却損 － 29

貸倒引当金繰入額 － 1,396

特別損失合計 － 18,783

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（△）

△6,509 39,948

法人税、住民税及び事業税 13,454 13,930

法人税等調整額 △1,027 830

法人税等合計 12,426 14,760

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,187

少数株主利益 － 2,895

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,936 22,291
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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（△）

△6,509 39,948

減価償却費 32,346 23,491

のれん償却額 28,033 27,779

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,417 1,466

賞与引当金の増減額（△は減少） － 4,322

受取利息及び受取配当金 △294 △293

支払利息 3,237 4,240

支払保証料 － 236

為替差損益（△は益） 51 △774

固定資産除却損 － 29

投資有価証券売却損益（△は益） △17,101 －

売上債権の増減額（△は増加） △166,974 △169,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,872 △43,107

前渡金の増減額（△は増加） 46,999 17,248

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 3,003

破産更生債権等の増減額（△は増加） △42,150 －

その他の資産の増減額（△は増加） △19,240 1,601

仕入債務の増減額（△は減少） 103,193 87,311

未払金の増減額（△は減少） 44,062 29,851

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,895 △15,040

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△444 △798

前受金の増減額（△は減少） △95,968 △19,171

未払費用の増減額（△は減少） 68 －

預り金の増減額（△は減少） △8,810 △8,954

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 8,663

小計 △66,315 △8,337

利息及び配当金の受取額 13 199

利息及び保証料の支払額 △7,312 △3,873

法人税等の支払額 △1,362 △22,504

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,977 △34,516
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（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) 

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 △42,557 △2,009

有形固定資産の除却による支出 － △29

無形固定資産の取得による支出 △12,774 －

投資有価証券の取得による支出 △30,000 －

投資有価証券の売却による収入 28,381 19,500

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 －

事業譲受による支出 △117,417 △38,729

敷金及び保証金の差入による支出 △1,944 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,303 △21,268

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 393,100 277,600

短期借入金の返済による支出 △186,500 △305,800

長期借入れによる収入 80,000 42,400

長期借入金の返済による支出 △28,891 △38,695

配当金の支払額 △31 △10

リース債務の返済による支出 － △168

財務活動によるキャッシュ・フロー 257,677 △24,673

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,440 △79,684

現金及び現金同等物の期首残高 36,207 135,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,648 55,672
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 当社グループは、前連結会計年度において、9,494千円の営業損失、投資有価証券評価損等により、539,032千円の

当期純損失を計上した結果、純資産の額が大幅に減少しております。 

 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

からの借入残高が当第１四半期連結会計期間において844,811千円となっております。業績は回復傾向にあるもの

の、当該借入金の多くは当座貸越枠等を利用した短期での借入となっており、今後金融機関が借入金の借換に応じる

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。 

 第１四半期連結会計期間におきましては、①人件費の抑制等による販管費の削減、②短期借入の一部について長期

借入への契約変更、③引受社債の一部銘柄についての早期償還の申し入れ、④子会社による金融機関からの調達を行

いましたが、当該状況の解消までには至っておらず、引き続き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まいります。 

①新規事業での拡大 

・既存事業とのシナジーのある新規事業の立ち上げ 

・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 

・長期借入契約の実行 

・保有資産の売却（投資有価証券等） 

・子会社による必要資金の自己調達 

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〕 

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〕 

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） 

 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〕 

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） 

 海外売上高がないため、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
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〔セグメント情報〕 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

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） 

 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、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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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