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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第1四半期 608 △26.4 48 △31.1 44 △24.7 43 94.3
23年12月期第1四半期 826 18.9 70 ― 58 ― 22 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 40百万円 （59.2％） 23年12月期第1四半期 25百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 4,589.87 ―
23年12月期第1四半期 2,362.19 ―

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

24年12月期第1四半期 1,473 179 11.5 17,947.73
23年12月期 1,288 139 9.8 13,355.18
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  169百万円 23年12月期  126百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 1,230 △13.5 56 △45.3 49 △44.1 17 53.2 1,820.05
通期 2,517 1.9 129 0.4 117 9.1 45 147.0 4,843.62



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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監査手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は、添付資料P２「1．当四半期決算に関する定性的情報（３）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 9,521 株 23年12月期 9,521 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 84 株 23年12月期 84 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 9,437 株 23年12月期1Q 9,437 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、緩やかに持ち直しつつあるものの、欧州の金融不安

や原油価格の高騰などにより、先行き不透明な状況で推移しました。 

 ネットワーク市場におきましては、クラウドサービスの一層の進展、スマートフォンによるWiFi利用とIPトラフ

ィック等の増加、標的型攻撃、DDoS攻撃等の新たな脅威等、ネットワーク上での様々な課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、前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

ジ製品やファイア・アイ社のマルウェア対策システム製品などの立ち上げや新規事業である映像配信分野の展開に

積極的に取り組みました。また、平成24年2月にはVSSモニタリング社と代理店契約を締結し、高機能トラフィッ

ク・キャプチャ・システム用機器の取扱を開始しました。 

 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が概ね堅調に推移したものの、当社及び子会社

の㈱イノコスで大型案件の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、当社は前年同期を上回る売上総利益を確保したものの、㈱イノコスの減少分を地代家賃

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の減少ではカバーすることができず、営業利益、経常

利益は前年同期を下回りました。 

 一方、四半期純利益については、特別損失の大幅な減少により、前年同期を大きく上回りました。 

 この結果、当第１四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26.4％減）、営業利益は

千円（前年同四半期比31.1％減）、経常利益は 千円（前年同四半期比24.7％減）、四半期純利益は

千円（前年同四半期比94.3％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりま

した。これは主に、前渡金が 千円、のれんが 千円減少した一方で、現金及び預金が 千円、売上

債権が 千円、商品及び製品が 千円増加したことによるものです。 

 また、当第１四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円

となりました。これは主に、買掛金が 千円、短期借入金が 千円、長期借入金が 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 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9.8％から1.7ポイント増加の11.5％となりました。  

   

（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24年２月14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．当四半期決算に関する定性的情報

608,645

48,457 44,195

43,314

185,078 1,473,777

20,435 27,754 76,805

69,274 69,728

145,282 1,294,181

76,180 37,000 22,579

39,795 179,595
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

【追加情報】 

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 87,011 163,817

受取手形及び売掛金 334,166 403,440

商品及び製品 113,587 183,316

仕掛品 135 －

原材料及び貯蔵品 32 28

前渡金 68,839 48,404

その他 24,258 37,394

貸倒引当金 △2,057 △2,021

流動資産合計 625,974 834,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,306 29,422

車両運搬具（純額） 701 2,656

工具、器具及び備品（純額） 98,382 96,613

その他（純額） 2,300 2,140

有形固定資産合計 131,691 130,832

無形固定資産   

のれん 333,863 306,108

その他 26,134 23,459

無形固定資産合計 359,997 329,568

投資その他の資産   

投資有価証券 127,967 127,992

その他 51,467 59,405

貸倒引当金 △8,400 △8,400

投資その他の資産合計 171,034 178,997

固定資産合計 662,724 639,398

資産合計 1,288,698 1,473,777
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,809 134,989

短期借入金 266,000 303,000

1年内返済予定の長期借入金 150,258 138,583

前受金 321,936 338,855

未払金 95,254 95,022

未払法人税等 2,806 4,776

その他 32,963 35,640

流動負債合計 928,028 1,050,869

固定負債   

長期借入金 209,832 232,411

資産除去債務 6,895 6,925

繰延税金負債 2,402 2,403

その他 1,741 1,572

固定負債合計 220,871 243,312

負債合計 1,148,899 1,294,181

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 △622,700 △579,385

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 126,079 169,393

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △46 △20

その他の包括利益累計額合計 △46 △20

少数株主持分 13,766 10,222

純資産合計 139,799 179,595

負債純資産合計 1,288,698 1,473,777
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 826,788 608,645

売上原価 487,903 317,525

売上総利益 338,884 291,120

販売費及び一般管理費 268,534 242,662

営業利益 70,350 48,457

営業外収益   

受取利息 292 596

受取配当金 0 －

固定資産賃貸料 2,754 1,944

貸倒引当金戻入額 45 －

その他 118 422

営業外収益合計 3,212 2,963

営業外費用   

支払利息 4,240 3,017

為替差損 6,223 3,194

減価償却費 4,029 －

その他 337 1,012

営業外費用合計 14,830 7,225

経常利益 58,731 44,195

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 －

固定資産売却損 － 298

固定資産除却損 29 －

貸倒引当金繰入額 1,396 －

特別損失合計 18,783 298

税金等調整前四半期純利益 39,948 43,897

法人税、住民税及び事業税 13,930 3,825

法人税等調整額 830 0

法人税等合計 14,760 3,826

少数株主損益調整前四半期純利益 25,187 40,070

少数株主利益 2,895 △3,243

四半期純利益 22,291 43,314
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,187 40,070

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 25

その他の包括利益合計 △0 25

四半期包括利益 25,187 40,095

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,291 43,339

少数株主に係る四半期包括利益 2,895 △3,243
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 該当事項はありません。   

    

 当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート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。   

   

  該当事項はありません。 

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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