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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 5,625 △12.9 △1,414 ― △904 ― △970 ―
23年12月期第1四半期 6,456 △27.6 △817 ― △597 ― △666 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △1,113百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △713百万円 （―％）

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 △8.37 ―
23年12月期第1四半期 △5.45 ―

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 24,540 11,081 42.8 90.76
23年12月期 24,404 12,484 49.0 103.18
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  10,498百万円 23年12月期  11,950百万円

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  
※23年12月期期末配当金3円00銭は、普通配当2円00銭と創立25周年目の記念配当1円00銭の合計額です。 

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 ― 3.00 3.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 14,400 △6.3 △1,300 ― △1,400 ― △880 ― △7.50
通期 34,500 1.2 1,000 △34.4 900 △4.3 600 △12.3 5.12



(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 

（注）詳細は、［添付資料］Ｐ．３ 「２. （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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きの対象外であり、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き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や将来の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績等はさまざ 
まな要因により、大きく異なる可能性があります。 
（詳細は、［添付資料］Ｐ．２ 「１. （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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
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 115,981,690 株 23年12月期 115,821,690 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 115,886,690 株 23年12月期1Q 122,142,557 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（平成24年１月１日～平成24年３月31日）の世界経済は、欧州では景気の低迷状態

が続いている一方で、米国では、緩やかな株価上昇の中、景気は徐々に回復の兆しが見え始めてまいりました。

しかし、国内経済は、原油高や円高により実体経済の足取りは重く、依然として先行き不透明な状況で推移して

います。 

 このような状況の下、当社グループは、地域密着型の営業やサポート体制を強化しつつ、顧客ニーズに沿った

ネットワークソリューションの提供に注力してまいりました。また、将来に向けてのグローバルビジネスの拡張

と経営効率の向上のため、グループ全社で社内インフラを整備しております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は56億25百万円（前年同期比12.9％減）となりまし

た。営業利益は14億14百万円の損失（前年同期は８億17百万円の損失）となりましたが、前期末より円安となっ

たことから為替差益として５億21百万円を計上し、経常利益は９億４百万円の損失（前年同期は５億97百万円の

損失）となり、四半期純利益は９億70百万円の損失（前年同期は６億66百万円の損失）となりました。 

  

 地域別の実績として、日本では、医療機関や公共・文教分野においてシェア拡大を目指し営業活動を強化して

まいりました。その結果、一般企業などの設備投資の抑制などから、受注件数は増加したものの個々の案件は縮

小傾向がみられ、売上高は前年同期の実績を下回りました。 

 米州では、トリプルプレイサービスなどの受注が堅調に推移し、米ドルベースでの売上高は前年同期比で増加

となりました。しかし、前年同期に比べ円高となり、円換算額ではほぼ横ばいとなりました。 

 EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）における売上高は、欧州の景気低迷のあおりを受け、イギリス、フラ

ンス、スペイン及び東ヨーロッパ諸国などで受注が減少し、前年同期を大きく下回りました。 

 アジア・オセアニアでは、ニュージーランドの政府主導の学校ネットワーク更新案件や通信事業者などの受注

が伸張し、売上高は前年同期を上回りました。 

 昨今、海外進出を目指す国内の企業が増加しております。このような企業に対し、当社グループの海外子会社

と連携し両方向からの積極的なアプローチを展開しております。高品質かつコストパフォーマンスに優れた製品

及び高付加価値サービスに加え、ワールドワイドに展開する海外ネットワークを有する当社グループの優位性を

訴求することで、受注拡大と新たな市場開拓につなげることができるものと考えております。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は245億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億36百万円

増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が39億31百万円減少した一方で、現金及び預金が29億73百万

円増加したこと、有形固定資産が10億56百万円増加したことによるものであります。負債合計は134億58百万円

となり、前連結会計年度末に比べ15億39百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が２億36百万

円、短期借入金が５億42百万円、長期借入金が３億93百万円増加したことによるものであります。純資産につき

ましては、110億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億３百万円減少いたしました。これは主に利益剰

余金が13億17百万円減少したことによるものであります。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比

べ6.2ポイント低下となる42.8％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間及び通期における連結業績予想につきましては、平成24年２月10日発表の業績予想

から変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

（１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成

22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、この変更による影響はありません。 

   

（たな卸資産の評価方法の変更） 

たな卸資産の評価方法については、従来、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりましたが、前第３四半期連結会計期間より、主として移動平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。  

 そのため、前第１四半期と当第１四半期に適用した四半期連結財務諸表の会計方針に相違が生じております。 

 なお、前第１四半期の四半期連結財務諸表を、変更後の会計方針を適用した場合における損益に与える影響額

は軽微であります。  

  

（３）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等の適用） 

 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過去の誤謬の訂正より、「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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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）

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 5,704,517 8,678,011

受取手形及び売掛金 8,694,764 4,763,457

商品及び製品 3,151,391 3,236,304

仕掛品 170,982 142,931

原材料及び貯蔵品 523,088 658,872

前払費用 771,014 804,249

その他 772,153 644,166

貸倒引当金 △251,332 △278,444

流動資産合計 19,536,580 18,649,549

固定資産   

有形固定資産 2,132,124 3,188,592

無形固定資産   

その他 1,133,625 1,116,517

無形固定資産合計 1,133,625 1,116,517

投資その他の資産   

その他 1,620,046 1,603,720

貸倒引当金 △17,791 △17,596

投資その他の資産合計 1,602,254 1,586,123

固定資産合計 4,868,004 5,891,233

資産合計 24,404,584 24,540,782

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,586,863 1,823,731

短期借入金 331,079 873,958

1年内返済予定の長期借入金 1,289,596 1,289,396

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払費用 1,039,948 1,049,016

未払金 705,195 820,234

未払法人税等 118,479 78,347

賞与引当金 320,344 458,310

前受収益 2,235,981 2,310,043

その他 376,451 439,695

流動負債合計 8,083,940 9,222,734

固定負債   

長期借入金 1,898,444 2,291,513

退職給付引当金 684,875 702,557

その他 1,252,376 1,242,180

固定負債合計 3,835,696 4,236,250
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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) 

負債合計 11,919,636 13,458,985

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,847,403 9,852,078

資本剰余金 39,728 44,403

利益剰余金 530,312 △787,534

株主資本合計 10,417,444 9,108,947

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27 △16

繰延ヘッジ損益 123 △802

為替換算調整勘定 1,532,413 1,390,367

その他の包括利益累計額合計 1,532,564 1,389,548

新株予約権 534,938 583,301

純資産合計 12,484,948 11,081,797

負債純資産合計 24,404,584 24,540,782
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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 6,456,913 5,625,663

売上原価 2,638,870 2,305,964

売上総利益 3,818,042 3,319,699

販売費及び一般管理費 4,635,740 4,734,005

営業損失（△） △817,698 △1,414,306

営業外収益   

受取利息 4,459 3,114

持分法による投資利益 3,898 3,843

為替差益 236,533 521,192

その他 4,659 5,752

営業外収益合計 249,551 533,902

営業外費用   

支払利息 23,970 23,434

その他 5,346 435

営業外費用合計 29,317 23,869

経常損失（△） △597,463 △904,273

特別利益   

固定資産売却益 38 －

貸倒引当金戻入額 2,259 －

新株予約権戻入益 797 1,590

特別利益合計 3,094 1,590

特別損失   

固定資産売却損 38 －

固定資産除却損 799 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,162 －

特別損失合計 20,000 －

税金等調整前四半期純損失（△） △614,369 △902,683

法人税、住民税及び事業税 47,786 45,450

法人税等調整額 4,012 22,248

法人税等合計 51,798 67,699

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △666,168 △970,382

四半期純損失（△） △666,168 △970,382
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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損失（△） △666,168 △970,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25 △43

繰延ヘッジ損益 17,397 △926

為替換算調整勘定 △64,469 △142,046

その他の包括利益合計 △47,046 △143,016

四半期包括利益 △713,214 △1,113,398

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △713,214 △1,113,398

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報             (単位：千円）

 (注）１．ヨーロッパ、中東及びアフリカ。 

２．調整額には、セグメント間取引消去及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれておりま

す。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報             (単位：千円） 

 (注）１．ヨーロッパ、中東及びアフリカ。   

２．セグメント損失の調整額11,555千円には、セグメント間取引消去11,639千円及びセグメント間取引に係る

たな卸資産の調整額等23,195千円が含まれております。 

   ３．セグメント損失の合計額は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  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

  
  

 
報告セグメント 

    
 調整額(注)２ 

  

 
  

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
  日本 米州 EMEA(注)１

アジア・
オセアニア 計

売上高                                      

(1) 外部顧客への売上高  3,375,852  1,115,083  1,531,729  434,246  6,456,913   －  6,456,913

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 165,090  42,279  24,104  1,419,382  1,650,857  (1,650,857)   －

計  3,540,943  1,157,363  1,555,834  1,853,629  8,107,770  (1,650,857)  6,456,913

セグメント利益又は損失(△)  △718,668  △236,558  66,727  12,305  △876,194  58,496  △817,698

  
  

 
報告セグメント 

    
 調整額(注)２ 

  

 
  

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
(注)３ 日本 米州 EMEA(注)１

アジア・
オセアニア 計

売上高                                      

(1) 外部顧客への売上高  2,843,229  1,101,602  1,207,693  473,138  5,625,663   －  5,625,663

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 139,228  34,898  12,651  1,651,676  1,838,455  (1,838,455)   －

計  2,982,457  1,136,500  1,220,345  2,124,814  7,464,118  (1,838,455)  5,625,663

セグメント損失(△)  △1,203,407  △30,423  △65,632  △103,286  △1,402,750  (11,555)  △1,414,306
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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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