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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 5,451 △3.1 △1,859 ― △1,053 ― △1,046 ―
24年12月期第1四半期 5,625 △12.9 △1,414 ― △904 ― △970 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △1,318百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 △1,113百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 △8.72 ―
24年12月期第1四半期 △8.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 26,037 11,174 40.6
24年12月期 25,458 12,696 47.4
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  10,570百万円 24年12月期  12,057百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  
1株当たり当期純利益の予想値は、平成25年12月期第１四半期（累計）における期中平均株式数を用いて再算出しています。 

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) 14,000 9.7 △1,600 ― △1,300 ― △1,400 ― △11.66
通期 33,000 16.7 350 78.6 600 △45.6 250 △65.7 2.08



(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) 当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当し
ております。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。） 

※  注記事項

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   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 120,802,190 株 24年12月期 117,281,690 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 687,107 株 24年12月期 687,057 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 120,040,100 株 24年12月期1Q 115,886,690 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年３月31日）における連結売上高は、54億51

百万円（前年同期比3.1%減）となりました。利益面では、大幅に円安が進行したことから販売費及び一

般管理費のうち海外経費の円換算額が上昇したため、営業損失は18億59百万円（前年同期は14億14百万

円の損失）となりました。一方で、為替差益８億39百万円が発生し、経常損失は10億53百万円（前年同

期は９億４百万円の損失）、四半期純損失は10億46百万円（前年同期は９億70百万円の損失）となりま

した。 

  

当社グループの所在地域別のセグメント売上高の概要は、次のとおりです。 

〔日本〕 

日本では、製造業や医療市場において好調な販売が見られたものの、文教市場における受注が減少し

ました。また、工事・保守などサービス事業において、大口案件の契約が終了した影響などにより前年

同期比16.6%減の23億70百万円となりました。 

  

〔米州〕 

米州では、ヘルスケア分野のサービスツールを開発する合弁会社を設立したほか、航空関連市場を始

めとした新規市場開拓に努めました。このような取り組みの結果、州政府による交通・通信インフラの

大型案件を受注するなど同地域での販売は堅調に推移し、前年同期比15.3%増の12億70百万円となりま

した。 

  

〔EMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）〕  

EMEAでは、欧州における金融不安が再燃し景況感の一層の悪化が進んだことなどから同地域における

販売は低調となりましたが、円安基調による円換算額が増加し、売上高は、前年同期比5.8%増の12億78

百万円となりました。 

  

〔アジア・オセアニア〕 

アジア・オセアニアでは、ニュージーランド教育省主導の学校ネットワーク更新の継続案件やタイ通

信省へのソリューションベースのネットワーク納入など、各国の政府関連の案件が好調に推移し、前年

同期比12.4%増の５億31百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は260億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億

78百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が39億78百万円減少した一方で、現金及

び預金が19億７百万円、商品及び製品が３億33百万円、原材料及び貯蔵品が１億79百万円、土地が17億

72百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は148億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億円増加いたしました。これは主に支

払手形及び買掛金が１億60百万円、短期借入金が１億55百万円、長期借入金が15億１百万円増加したこ

とによるものであります。 

 純資産につきましては、111億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億21百万円減少いたしま

した。これは主に利益剰余金が13億96百万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6.8ポイント低下となる40.6％となりました。 

  

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25年２月12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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

アライドテレシスホールディングス(株) (6835) 平成25年12月期 第１四半期決算短信

- 2 -



当第１四半期連結会計期間において、Allied Telesis Europe Saglを清算しましたので連結の範囲か

ら除外しております。また、新たに設立したConsilink, LLCを持分法の適用範囲に含めております。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響額は軽微で

あります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,211,835 7,118,899

受取手形及び売掛金 8,305,858 4,326,903

商品及び製品 3,300,575 3,633,707

仕掛品 133,467 223,219

原材料及び貯蔵品 605,698 785,358

前払費用 552,194 557,204

その他 901,810 900,669

貸倒引当金 △151,160 △122,113

流動資産合計 18,860,279 17,423,850

固定資産   

有形固定資産   

土地 932,324 2,704,679

その他（純額） 3,073,305 3,100,639

有形固定資産合計 4,005,629 5,805,318

無形固定資産   

その他 1,172,693 1,180,264

無形固定資産合計 1,172,693 1,180,264

投資その他の資産   

その他 1,436,795 1,644,688

貸倒引当金 △17,011 △16,816

投資その他の資産合計 1,419,784 1,627,871

固定資産合計 6,598,107 8,613,455

資産合計 25,458,386 26,037,305

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,786,706 1,947,295

短期借入金 276,390 431,628

1年内返済予定の長期借入金 1,565,125 1,549,390

未払費用 1,011,046 1,245,474

未払金 939,032 1,033,769

未払法人税等 317,482 167,360

賞与引当金 433,977 691,657

前受収益 2,493,251 2,487,322

その他 417,390 317,001

流動負債合計 9,240,402 9,870,899

固定負債   

長期借入金 1,766,964 3,268,342

退職給付引当金 735,748 744,274
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

その他 1,019,084 979,023

固定負債合計 3,521,797 4,991,640

負債合計 12,762,200 14,862,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885,209 9,976,038

資本剰余金 77,534 168,363

利益剰余金 912,702 △483,759

自己株式 △48,094 △48,098

株主資本合計 10,827,352 9,612,542

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48 260

繰延ヘッジ損益 12,970 5,364

為替換算調整勘定 1,217,377 952,803

その他の包括利益累計額合計 1,230,396 958,427

新株予約権 638,437 603,794

純資産合計 12,696,186 11,174,765

負債純資産合計 25,458,386 26,037,305
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 5,625,663 5,451,474

売上原価 2,305,964 2,226,818

売上総利益 3,319,699 3,224,656

販売費及び一般管理費 4,734,005 5,084,629

営業損失（△） △1,414,306 △1,859,973

営業外収益   

受取利息 3,114 3,032

持分法による投資利益 3,843 －

為替差益 521,192 839,429

その他 5,752 3,825

営業外収益合計 533,902 846,287

営業外費用   

支払利息 23,434 33,994

持分法による投資損失 － 4,467

その他 435 1,689

営業外費用合計 23,869 40,151

経常損失（△） △904,273 △1,053,837

特別利益   

固定資産売却益 － 14

新株予約権戻入益 1,590 3,067

特別利益合計 1,590 3,082

税金等調整前四半期純損失（△） △902,683 △1,050,754

法人税、住民税及び事業税 45,450 44,633

法人税等調整額 22,248 △48,709

法人税等合計 67,699 △4,076

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △970,382 △1,046,678

四半期純損失（△） △970,382 △1,046,678
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △970,382 △1,046,678

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43 212

繰延ヘッジ損益 △926 △7,605

為替換算調整勘定 △142,046 △264,574

その他の包括利益合計 △143,016 △271,968

四半期包括利益 △1,113,398 △1,318,647

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,113,398 △1,318,647

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 

 
(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、四半期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 

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25年１月１日  至  平成25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 

 
(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には、セグメント間取引消去13,805千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の

調整額等△30,635千円が含まれております。 

３．セグメント損失の合計額は、四半期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 

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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 2,370,978 1,270,603 1,278,146 531,745 5,451,474 － 5,451,474

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

166,749 34,028 2,830 1,505,817 1,709,426 (1,709,426) －

計 2,537,728 1,304,632 1,280,976 2,037,563 7,160,900 (1,709,426) 5,451,474

    セグメント損失(△) △1,507,281 △31,668 △150,420 △153,771 △1,843,142 (16,830) △1,859,973
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Ⅰ  前第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) 

  配当金支払額 

  

 
  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日) 

  配当金支払額 

  

 
  

当社は、平成25年４月５日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。その概要は次

のとおりであります。 

1. 取得に係る事項の内容 

 
２．取得理由 

  経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を可能にするため。 

３．平成25年４月８日から平成25年４月30日までに実施した自己株式の取得結果 

 
      

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月10日 
取締役会

普通株式 347百万円 ３円 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年２月８日 
取締役会

普通株式 349百万円 ３円 平成24年12月31日 平成25年３月28日 利益剰余金

（６）重要な後発事象

①取得する株式の種類 当社普通株式

②取得する株式の総数 6,000,000株（上限）

③取得価額の総額   500百万円（上限）

④取得する期間   平成25年４月８日～平成25年10月７日

⑤取得の方法   信託方式による市場買付

①取得株式数   247,900株

②取得金額   21,051千円
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