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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日） 
（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２四半期  1,421 5.4  102 －  89 －  11 －
22年12月期第２四半期  1,349 12.9  △34 －  △53 －  △162 －

 

 
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２四半期  1,188 11  － 
22年 12月期第２四半期  △17,247 83  － 

 
（２）連結財政状態 

 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２四半期 1,632 125 6.6  11,472 76
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２四半期           108百万円 22年12月期          97百万円 

 
２．配当の状況 

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  － 0 00    

23年 12月期(予想)    － 0 00 0 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
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） 

 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  3,050 4.2  173 －  142 －  38 － 4,059 20

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



 

４．その他   
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（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・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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 9,521株 22年12月期 9,521株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 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２Ｑ 9,437株 22年12月期２Ｑ 9,415株

 
 
（※ 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。 
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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23年１月１日～平成23年６月30日）におけるわが国の経済情勢は、依然として

続く円高や国際経済の不安定さ、個人消費の低迷等大変厳しい状況で推移しました。また、東日本大震災および原

発事故の影響による計画停電の実施など社会インフラの混乱、政治の混迷などにより今後も不透明な状況となって

おります。 

 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、引き続き、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６月には、株式会社クレアリンクテ

クノロジー社と代理店契約を締結しWAN高速化製品の販売を開始しました。 

 既存事業においては、当第2四半期会計期間において受注及び出荷を見込んでおりました複数の案件について遅延

が生じたものの、Aruba社の無線LAN商品や保守をはじめとするネットワークサービス事業が堅調に推移し、新規事

業においてもVidyo社商品の出荷が本格化した結果、前年同期を上回りました。 

 利益面につきましては、ネットワークソリューション事業における採算性の低下があったものの、ネットワーク

サービス事業における製造原価の低減や子会社の㈱イノコスの採算性の改善に加え、人件費や減価償却費等の販売

費及び一般管理費、商品評価損や営業外費用の圧縮、投資有価証券評価損等の特別損失計上額の減少により、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２四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同四半期比5.4％増）、営業利益は

千円（前年同四半期営業損失 千円）、経常利益は 千円（前年同四半期経常損失 千円）、

四半期純利益は 千円（前年同四半期純損失 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203,377千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が225,266千円増加した一方で、売上債権が256,726千円、商品及び製品が29,331

千円、のれんが55,559千円、投資有価証券が19,748千円減少した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218,957千円減少し、 千円

となりました。これは主に、買掛金が143,920千円、短期借入金が143,800千円、長期未払金が97,335千円減少した

一方で、前受金が147,778千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15,579千円増加し、 千円となり、自己資本比率は前連結会計年度

末の5.3％から1.3ポイント改善し6.6％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 千円増加

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、前年同四半期と比べ381,193千円収入が増加し、 千円の収入とな

りました。これは主に、仕入債務が143,920千円減少したものの、税引前当期純利益36,392千円、減価償却費47,985

千円、のれん償却55,559千円のほか売上債権が256,726千円減少、前受金が147,778千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、前年同四半期と比べ197,197千円支出が減少し、90,977千円の支出となり

ました。これは、主に事業譲受による支出97,335千円によるものです。 

（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、前年同四半期と比べ461,886千円支出が増加し、150,288千円の支出とな

りました。これは主に、短期借入金の返済による純支出143,800千円によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期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

1,421,845

102,728 34,374 89,316 53,927

11,212 162,382

1,632,044

1,506,959

125,084

225,266

360,623

466,358
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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 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が15,012千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15,232千円であります。 

（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、新規事業（子会社含む）への投資により資金需要が増加した結果、金融機関からの借入

残高が当第２四半期連結会計期間において719,707千円となっております。当該借入金の多くは短期での借入とな

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。 

 当第２四半期連結会計期間におきましては、①借入金の安定化を目的とした当座貸越契約の契約変更、②人件費

の抑制等による販管費の削減、③本社の縮小による地代家賃の削減など各種施策の実施による資金の安定化と削減

に努めた一方、売掛金の回収が進み、資金の状況は前連結会計年度から大幅に改善しておりますが、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２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 360,623 135,356

受取手形及び売掛金 260,759 517,485

商品及び製品 153,905 183,237

仕掛品 170 391

原材料及び貯蔵品 32 32

その他 130,196 139,468

貸倒引当金 △8,469 △22,970

流動資産合計 897,218 953,000

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 103,832 121,869

その他（純額） 15,627 18,785

有形固定資産合計 119,459 140,654

無形固定資産   

のれん 389,423 444,982

その他 29,265 34,590

無形固定資産合計 418,688 479,573

投資その他の資産   

投資有価証券 129,330 149,078

その他 106,652 260,499

貸倒引当金 △39,304 △147,384

投資その他の資産合計 196,677 262,193

固定資産合計 734,826 882,421

資産合計 1,632,044 1,835,422

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,699 243,619

短期借入金 316,000 459,800

1年内返済予定の長期借入金 145,225 124,416

前受金 416,777 268,999

未払金 193,975 167,266

未払法人税等 22,357 24,431

賞与引当金 9,030 －

その他 43,333 52,543

流動負債合計 1,246,399 1,341,076

固定負債   

長期借入金 258,482 285,090

その他 2,078 99,750

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）　平成23年12月期第２四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

固定負債合計 260,560 384,840

負債合計 1,506,959 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 △629,992 △641,204

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 118,786 107,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,517 △10,568

評価・換算差額等合計 △10,517 △10,568

少数株主持分 16,815 12,499

純資産合計 125,084 109,505

負債純資産合計 1,632,044 1,835,422
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,349,092 1,421,845

売上原価 778,384 848,991

売上総利益 570,708 572,853

販売費及び一般管理費 605,082 470,125

営業利益又は営業損失（△） △34,374 102,728

営業外収益   

受取利息 583 486

受取配当金 4 4

為替差益 3,563 －

固定資産賃貸料 16,583 4,688

その他 799 1,235

営業外収益合計 21,534 6,414

営業外費用   

支払利息 7,298 7,932

為替差損 － 2,925

減価償却費 12,026 8,058

貸倒引当金繰入額 20,000 －

その他 1,762 910

営業外費用合計 41,087 19,826

経常利益又は経常損失（△） △53,927 89,316

特別利益   

投資有価証券売却益 25,618 12

特別利益合計 25,618 12

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,012

固定資産売却損 1 －

投資有価証券評価損 74,500 －

減損損失 － 33,459

貸倒引当金繰入額 39,304 1,396

その他 － 3,066

特別損失合計 113,806 52,935

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（△）

△142,115 36,392

法人税、住民税及び事業税 22,139 20,630

法人税等調整額 △1,871 233

法人税等合計 20,267 20,864

少数株主損益調整前四半期純利益 － 15,528

少数株主利益 － 4,316

四半期純利益又は四半期純損失（△） △162,382 11,212
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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（△）

△142,115 36,392

減価償却費 69,340 47,985

減損損失 － 33,459

のれん償却額 56,066 55,559

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73,038 △122,581

賞与引当金の増減額（△は減少） － 9,030

受取利息及び受取配当金 △587 △490

支払利息 7,298 7,932

支払保証料 137 473

為替差損益（△は益） 210 △173

有形固定資産売却損益（△は益） 1 －

固定資産除却損 － 1,252

投資有価証券評価損益（△は益） 74,500 －

投資有価証券売却損益（△は益） △25,618 57

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,012

売上債権の増減額（△は増加） 124,107 256,726

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,585 29,552

前渡金の増減額（△は増加） △42,790 △21,948

破産更生債権等の増減額（△は増加） △42,150 42,150

差入保証金の増減額（△は増加） △25,000 1,357

固定化営業債権の増減額（△は増加） △60,185 56,998

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 30,798

その他の資産の増減額（△は増加） 10,723 10,405

仕入債務の増減額（△は減少） △8,675 △143,920

未払金の増減額（△は減少） △69,454 26,852

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,535 △7,386

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

22 19

前受金の増減額（△は減少） 19,380 147,778

未払費用の増減額（△は減少） 27 △333

預り金の増減額（△は減少） △7,606 △11,418

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △4,733

小計 101,792 496,809

利息及び配当金の受取額 791 978

利息及び保証料の支払額 △16,062 △8,704

法人税等の支払額 △1,356 △22,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,165 466,358

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）　平成23年12月期第２四半期決算短信

- 7 -



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 △76,035 △14,644

有形固定資産の売却による収入 100 －

有形固定資産の除却による支出 － △157

無形固定資産の取得による支出 △14,159 －

投資有価証券の取得による支出 △36,000 －

投資有価証券の売却による収入 59,631 19,741

敷金及び保証金の差入による支出 △1,944 －

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 △218,775 △97,335

その他 － 1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,174 △90,977

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 632,100 324,000

短期借入金の返済による支出 △428,620 △467,800

長期借入れによる収入 160,000 70,000

長期借入金の返済による支出 △58,091 △75,799

株式の発行による収入 6,444 －

配当金の支払額 △234 △352

リース債務の返済による支出 － △337

財務活動によるキャッシュ・フロー 311,598 △150,288

現金及び現金同等物に係る換算差額 △114 173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,474 225,266

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 144,682 360,623
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当第２四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 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、新規事業（子会社含む）への投資により資金需要が増加した結果、金融機関からの借

入残高が当第２四半期連結会計期間において719,707千円となっております。当該借入金の多くは短期での借入

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。 

 当第２四半期連結会計期間におきましては、①借入金の安定化を目的とした当座貸越契約の契約変更、②人件

費の抑制等による販管費の削減、③本社の縮小による地代家賃の削減など各種施策の実施による資金の安定化と

削減に努めた一方、売掛金の回収が進み、資金の状況は前連結会計年度から大幅に改善しておりますが、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 

・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、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） 

 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） 

 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） 

 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２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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、セグメント情報の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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