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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9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３四半期  1,938 △4.0  123 －  106 －  27 －
22年12月期第３四半期  2,019 25.5  △31 －  △52 －  △476 －

 

 
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３四半期  2,911 09  － 
22年 12月期第３四半期  △50,538 18  － 

 
（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３四半期 1,471 140 8.5  13,193 29
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３四半期           124百万円 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３四半期(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  2,445 △16.5  135 －  107 －  43 － 4,657 00

(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３Ｑ 9,521株 22年12月期 9,521株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 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３Ｑ 9,437株 22年12月期３Ｑ 9,422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、金融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）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。 
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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23年１月１日～平成23年９月30日）におけるわが国の経済情勢は、東日本大震

災後の急速な生産縮小から、企業の生産活動は徐々に正常化を取り戻しつつありました。しかしながら、欧州各国

の金融市場の不安定化とともに、急速な円高や国内株安が進行し足下の景気動向は減速傾向を強めております。 

 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）での展開や、当連結会計年度に取り扱いを開始したスカリティ社のクラウドストレージ製品やクレ

アリンクテクノロジー社のWAN高速化製品の立ち上げに積極的に取り組みました。 

 新規製品の引き合いは順調に増加し、ネットワークサービス事業も堅調に推移したものの、大型案件の受注及び

出荷がなかったことから、売上高は前年同期を下回りました。 

 利益面につきましては、売上高の減少による売上総利益の減少はあったものの、人件費や減価償却費等の販売費

及び一般管理費の圧縮、商品評価損や営業外費用及び投資有価証券評価損等の特別損失の計上額の減少により、営

業損益、経常損益及び四半期純利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３四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4.0％減）、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363,492千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が39,994千円増加した一方で、売上債権が190,756千円、商品及び製品が36,660千

円、のれんが83,339千円、投資有価証券が19,771千円減少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394,480千円減少し、 千円

となりました。これは主に、買掛金が179,243千円、短期借入金が141,800千円、長期借入金が63,784千円、固定負

債のその他に含まれる長期未払金が97,335千円減少した一方で、前受金が103,515千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30,988千円増加し、 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3.2ポイント改善し8.5％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 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 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 千円減少したものの、税引前当期純利益 千円、減価償却費

千円、のれん償却 千円のほか売上債権が 千円減少、前受金が 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 千円支出が減少し、 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 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 千円支出が増加し、 千円の支出とな

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

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,938,874

123,207 31,968 106,628 52,116

27,471 476,180

1,471,929

1,331,436

140,493

39,994

175,351

176,235 339,962

179,243 51,594

70,049 83,339 190,756 103,515

236,417 113,663

97,335

473,531 186,764

185,903
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 新規製品の引き合いは順調に増加し、ネットワークサービス事業も堅調に推移しているものの、第４四半期連結

会計期間においては、大型の受注及び出荷が見込めず低調に推移すると想定されます。 

 また、ネットワークソリューション事業における採算性の改善、ネットワークサービス事業における製造原価の

低減に加え、人件費や減価償却費等の販売費及び一般管理費の圧縮に努める一方、商品評価損や営業外費用及び特

別損失の計上が当初計画の想定額を下回る見込のため、当期純利益については、前回予想を上回るものの、営業利

益及び経常利益については、売上の減少による売上総利益への影響額をカバーするには不足することから、平成23

年２月15日に公表しました通期業績予想を平成23年11月８日に公表のとおり、売上高2,445百万円、営業利益135百

万円、経常利益107百万円、当期純利益43百万円に修正いたしました。  

 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 

「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３四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、また、借入金の多くが当座貸越による短期での

借入となっており資金繰りに懸念が生じたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が存在

しております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、下記施策の推進により、平成23年12月期第３四半期連結決算の業績は大

きく改善し、営業利益123百万円、経常利益106百万円、四半期純利益27百万円となりました。また、通期業績にお

いても、営業利益135百万円、経常利益107百万円、当期純利益43百万円と改善される見込です。 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても、前第４四半期初から当第３四半期末までの12ヶ月間で482

百万円のプラスとなっており、当連結会計年度も期初から当第３四半期末の９ヶ月間で339百万円のプラスであ

り、当連結会計年度についても明らかなプラスが見込まれます。 

 また、借入残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び保有資産の売却等により得た資金により着実に返済

を進めた結果、前連結会計年度末869百万円から当第３四半期連結会計期間末683百万円へと減少しております。借

入金の内訳につきましても、前連結会計年度末は、当座貸越による借入459百万円、証書借入409百万円でありまし

たが、当第３四半期連結会計期間末は、当座貸越による借入40百万円、証書借入415百万円、手形借入228百万円と

なりました。そのうち借入期限の短いものは当座貸越による借入及び手形借入の合計268百万円であり、仮に借入

期限の短いものの借り換えが困難となったとしましても、今後想定されるキャッシュ・フローやその他の資金手当

により得られる資金により、返済は困難な水準ではないと判断しております。 

 さらに、下記施策の継続的な実行を踏まえた上、今後の当社グループの財務、収益基盤を勘案した結果、継続企

業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消してお

ります。 

２．その他の情報
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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 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 175,351 135,356

受取手形及び売掛金 326,729 517,485

商品及び製品 146,577 183,237

仕掛品 2,978 391

原材料及び貯蔵品 32 32

その他 111,348 139,468

貸倒引当金 △8,465 △22,970

流動資産合計 754,551 953,000

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 110,839 121,869

その他（純額） 14,732 18,785

有形固定資産合計 125,571 140,654

無形固定資産   

のれん 361,643 444,982

その他 28,729 34,590

無形固定資産合計 390,372 479,573

投資その他の資産   

投資有価証券 129,307 149,078

その他 111,431 260,499

貸倒引当金 △39,304 △147,384

投資その他の資産合計 201,434 262,193

固定資産合計 717,378 882,421

資産合計 1,471,929 1,835,422

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,376 243,619

短期借入金 318,000 459,800

1年内返済予定の長期借入金 144,097 124,416

前受金 372,514 268,999

未払金 150,719 167,266

未払法人税等 8,609 24,431

賞与引当金 15,013 －

その他 34,890 52,543

流動負債合計 1,108,220 1,341,076

固定負債   

長期借入金 221,306 285,090

その他 1,909 99,750

固定負債合計 223,215 384,840

負債合計 1,331,436 1,725,916
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

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 △613,732 △641,204

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 135,046 107,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,541 △10,568

評価・換算差額等合計 △10,541 △10,568

少数株主持分 15,988 12,499

純資産合計 140,493 109,505

負債純資産合計 1,471,929 1,835,422
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（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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,019,170 1,938,874

売上原価 1,167,961 1,110,119

売上総利益 851,208 828,755

販売費及び一般管理費 883,177 705,547

営業利益又は営業損失（△） △31,968 123,207

営業外収益   

受取利息 889 506

受取配当金 7 4

為替差益 10,599 －

固定資産賃貸料 24,730 4,688

その他 1,129 1,390

営業外収益合計 37,355 6,589

営業外費用   

支払利息 11,993 11,315

為替差損 － 2,638

減価償却費 17,948 8,058

貸倒引当金繰入額 25,562 －

その他 1,998 1,156

営業外費用合計 57,503 23,168

経常利益又は経常損失（△） △52,116 106,628

特別利益   

固定資産売却益 － 369

投資有価証券売却益 25,618 12

特別利益合計 25,618 381

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 14 －

固定資産除却損 1,010 1,252

投資有価証券評価損 365,827 －

貸倒引当金繰入額 39,304 1,396

減損損失 － 33,459

その他 9,453 4,294

特別損失合計 415,611 55,415

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（△）

△442,109 51,594

法人税、住民税及び事業税 37,229 18,427

法人税等調整額 △3,158 2,206

法人税等合計 34,071 20,633

少数株主損益調整前四半期純利益 － 30,960

少数株主利益 － 3,488

四半期純利益又は四半期純損失（△） △476,180 27,471
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△442,109 51,594

減価償却費 109,010 70,049

減損損失 － 33,459

のれん償却額 87,201 83,339

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94,091 △122,585

賞与引当金の増減額（△は減少） － 15,013

受取利息及び受取配当金 △896 △510

支払利息 11,993 11,315

支払保証料 374 709

為替差損益（△は益） 3,857 △460

有形固定資産売却損益（△は益） 14 △369

固定資産除却損 1,010 1,252

投資有価証券評価損益（△は益） 365,827 －

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） △48,466 190,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,066 34,073

前渡金の増減額（△は増加） 25,442 △6,231

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） △1,377 △3,658

固定化営業債権の増減額（△は増加） △57,654 56,998

その他の流動資産の増減額（△は増加） － 32,074

その他の資産の増減額（△は増加） 9,690 10,641

仕入債務の増減額（△は減少） 73,892 △179,243

未払金の増減額（△は減少） 39,652 △25,379

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,497 △8,265

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,006 △836

前受金の増減額（△は減少） △591 103,515

未払費用の増減額（△は減少） △12 △333

預り金の増減額（△は減少） △8,380 △10,626

その他の流動負債の増減額（△は減少） － △8,693

小計 185,226 384,819

利息及び配当金の受取額 807 998

利息及び保証料の支払額 △20,950 △12,441

法人税等の支払額 △1,356 △33,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,726 339,962
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 △78,741 △33,309

有形固定資産の売却による収入 87 369

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 △48,000 －

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 △265,962 △97,335

その他 － △3,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,081 △113,663

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 992,900 464,000

短期借入金の返済による支出 △783,020 △605,800

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 △89,195 △114,103

株式の発行による収入 6,444 －

配当金の支払額 △249 △356

リース債務の返済による支出 △112 △505

財務活動によるキャッシュ・フロー 286,766 △186,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,877 460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,534 39,994

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 132,742 175,351
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

 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） 

 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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

〔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３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９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。 

  

  

（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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