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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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2四半期 12,555 △1.7 △2,301 ― △1,017 ― △1,016 ―
24年12月期第2四半期 12,766 △16.9 △1,304 ― △1,181 ― △1,241 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 △1,497百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 △1,299百万円 （―％）

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2四半期 △8.57 ―
24年12月期第2四半期 △10.71 ―

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

25年12月期第2四半期 24,862 10,524 39.8 86.47
24年12月期 25,458 12,696 47.4 103.42
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  9,905百万円 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 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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2四半期（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

通期 33,000 16.7 350 78.6 600 △45.6 250 △65.7 2.11



(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2Q 120,817,190 株 24年12月期 117,281,690 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 6,266,707 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2Q 118,586,358 株 24年12月期2Q 115,934,162 株
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当第２四半期連結累計期間（平成25年1月1日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、経済対

策、金融政策の効果などを背景に、緩やかな持ち直しの動きがみられました。一方、海外においては、

長引く欧州経済の先行き不透明感や、中国をはじめとする新興国の景気の減速などが世界経済の下振れ

リスク要因となっています。 

このような中、当社はソリューションビジネスの拡大を図るべく、グループ全社で営業体制および顧

客サポート体制を強化しました。また、欧州やアジアにおいて付加価値サービスの販売促進に努める一

方、ネットワークの運用管理性向上を目的としたネットワーク仮想化思想である「u-VCF （unified

Virtual Core Fabric）」を発表し、 新技術のプロモーションを推進してまいりました。  

当四半期連結累計期間の業績は、国内の販売が低調となり前年同期比で大きく減少したものの、円安

進行により海外売上の円換算額が増加したため国内売上の減少分を補い、売上高は前年同期を若干下回

る125億55百万円（前年同期比1.7%減）となりました。利益面では、急激な為替変動の影響で売上原価

が上昇したほか、海外における研究開発費や人件費などの経費が増加した結果、営業損失は23億1百万

円（前年同期は13億４百万円の損失）となりました。一方で、為替差益が13億34百万円発生したことな

どから、経常損失は10億17百万円（前年同期は11億81百万円の損失）、四半期純損失は10億16百万円

（前年同期は12億41百万円の損失）と改善いたしました。 
 

 当社グループの所在地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、ソリューションベースの営業を強化するべく、医療機関や自治体などへのハイタッチセー

ルスを積極的に推し進めてまいりました。その結果、前年同期と比べ規模は縮小したものの、案件ベー

スの販売は増加しました。しかし、代理店間接販売が減少したことに加え、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から、売上高は59億50百万円（前年同期比14.7%減）と

なりました。 
  
〔米州〕 

 米州では、ソリューション営業を強化する組織を整備し、付加価値サービスの販売強化に努めまし

た。政府の助成金の削減などにより通信事業者向けの売上は低調に推移しましたが、連邦政府のネット

ワーク更新プロジェクトなどの大型案件を受注いたしました。この結果、現地通貨ベースの売上高は前

年同期と比べ若干下回ったものの、円安の影響で円換算後は、25億56百万円（前年同期比8.6%増）とな

りました。 
  
〔EMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）〕 

 EMEAにおいては、ソリューション営業の体制を整え、自社イベントの開催などを通してエンドユーザ

ーへのダイレクトタッチセールスを推進してまいりました。スペインやフランスなどユーロ圏での受注

は低調であったものの、中東や東欧など新興市場での販売が好調となりました。この結果、現地通貨ベ

ースの売上高は前年同期に比較し若干下回ったものの円換算額の増加により、28億58百万円（前年同期

比15.0%増）となりました。 
  
〔アジア・オセアニア〕 

 アジア・オセアニアでは、タイのバンコク都庁の予算の下、学校や警察向けのIP監視カメラソリュー

ションの受注が好調に推移し、売上高は11億90百万円（前年同期比25.1%増）となりました。 

  

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は248億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ５

億96百万円減少いたしました。流動資産は160億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億98百万

円の減少となりました。これは主に、商品及び製品が６億95百万円増加した一方で、現金及び預金が15

億83百万円、受取手形及び売掛金が26億39百万円減少したことによるものであります。固定資産は88億

１百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億２百万円の増加となりました。これは主に土地が17億97

百万円増加したことによるものであります。 

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

①資産、負債及び純資産の状況
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(負債) 

負債合計は143億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億76百万円増加いたしました。これは

主に長期借入金が16億78百万円増加したことによるものであります。 

(純資産) 

純資産合計は105億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億72百万円減少いたしました。これ

は主に利益剰余金が13億66百万円減少したこと、自己株式が４億87百万円増加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7.6ポイント低下となる39.8％となりまし

た。 
  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、36億28百万円となり、前第２四半期連

結累計期間末に比べ31億59百万円減少しました。 

(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、７億59百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比

べ18億59百万円減少しました。これは主に、未払費用の増加額が減少したこと、法人税等の支払額が増

加したことによるものであります。 

(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、20億98百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比

べ７億74百万円支出増となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出の増加によるものであ

ります。 

(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４億66百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ

１億89百万円の支出増となりました。これは主に長期借入金の借入による収入が増加した一方で、自己

株式の取得による支出、自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出が増加したことによるもので

あります。 

  

当期の連結業績予想に関する事項につきましては、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。 

  

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。 

 当第２四半期連結会計期間において、Allied Telesis Philippines Inc.を新たに設立し連結の範囲

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、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、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、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キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,211,835 3,628,081

受取手形及び売掛金 8,305,858 5,665,976

商品及び製品 3,300,575 3,996,516

仕掛品 133,467 135,541

原材料及び貯蔵品 605,698 690,292

前払費用 552,194 635,688

その他 901,810 1,465,802

貸倒引当金 △151,160 △156,611

流動資産合計 18,860,279 16,061,287

固定資産   

有形固定資産   

土地 932,324 2,729,753

その他（純額） 3,073,305 3,117,706

有形固定資産合計 4,005,629 5,847,459

無形固定資産   

その他 1,172,693 1,202,217

無形固定資産合計 1,172,693 1,202,217

投資その他の資産   

その他 1,436,795 1,767,990

貸倒引当金 △17,011 △16,621

投資その他の資産合計 1,419,784 1,751,368

固定資産合計 6,598,107 8,801,046

資産合計 25,458,386 24,862,333

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,786,706 2,089,016

短期借入金 276,390 －

1年内返済予定の長期借入金 1,565,125 1,121,261

未払費用 1,011,046 1,242,909

未払金 939,032 1,128,820

未払法人税等 317,482 188,945

賞与引当金 433,977 420,949

前受収益 2,493,251 2,707,589

その他 417,390 331,660

流動負債合計 9,240,402 9,231,154

固定負債   

長期借入金 1,766,964 3,445,608

退職給付引当金 735,748 748,327
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

その他 1,019,084 913,175

固定負債合計 3,521,797 5,107,111

負債合計 12,762,200 14,338,265

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885,209 9,976,494

資本剰余金 77,534 168,819

利益剰余金 912,702 △453,615

自己株式 △48,094 △535,987

株主資本合計 10,827,352 9,155,710

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48 △12

繰延ヘッジ損益 12,970 13,613

為替換算調整勘定 1,217,377 735,691

その他の包括利益累計額合計 1,230,396 749,292

新株予約権 638,437 619,064

純資産合計 12,696,186 10,524,067

負債純資産合計 25,458,386 24,862,333
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 12,766,067 12,555,126

売上原価 4,704,399 4,841,734

売上総利益 8,061,667 7,713,392

販売費及び一般管理費 9,365,989 10,015,266

営業損失（△） △1,304,321 △2,301,874

営業外収益   

受取利息 5,757 4,141

受取配当金 4,056 122

持分法による投資利益 203 －

為替差益 153,083 1,334,329

その他 13,650 19,334

営業外収益合計 176,752 1,357,927

営業外費用   

支払利息 50,846 56,213

持分法による投資損失 － 6,700

その他 3,328 10,657

営業外費用合計 54,174 73,570

経常損失（△） △1,181,744 △1,017,518

特別利益   

固定資産売却益 － 48

新株予約権戻入益 9,652 4,067

特別利益合計 9,652 4,115

特別損失   

固定資産売却損 37 3,147

事業再編損 － 8,910

特別損失合計 37 12,058

税金等調整前四半期純損失（△） △1,172,129 △1,025,460

法人税、住民税及び事業税 90,851 86,255

過年度法人税等 926 △12,432

法人税等調整額 △22,510 △82,749

法人税等合計 69,267 △8,926

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,241,397 △1,016,534

四半期純損失（△） △1,241,397 △1,016,534
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,241,397 △1,016,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △260 △60

繰延ヘッジ損益 △3,451 642

為替換算調整勘定 △54,588 △481,685

その他の包括利益合計 △58,300 △481,103

四半期包括利益 △1,299,698 △1,497,637

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,299,698 △1,497,637

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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損失（△） △1,172,129 △1,025,460

減価償却費 362,948 427,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,138 △12,064

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,456 △22,691

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,670 2,287

受取利息及び受取配当金 △9,814 △4,263

支払利息 50,846 56,213

為替差損益（△は益） △201,624 △1,290,824

持分法による投資損益（△は益） △203 6,700

固定資産売却損益（△は益） 37 3,099

事業再編損失 － 8,910

未払費用の増減額（△は減少） 550,995 103,602

売上債権の増減額（△は増加） 2,825,152 2,930,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △411,579 △364,783

仕入債務の増減額（△は減少） 123,593 75,299

前受収益の増減額（△は減少） 210,283 186,628

その他 169,695 △65,382

小計 2,594,467 1,015,134

利息及び配当金の受取額 9,814 4,263

利息の支払額 △42,904 △40,544

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 67,749 △216,067

事業再編による支出 △10,034 △3,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,619,090 759,281

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 △1,212,802 △1,862,144

有形固定資産の売却による収入 52 240

無形固定資産の取得による支出 △158,677 △243,441

投資有価証券の取得による支出 △330 △44,841

貸付金の回収による収入 54,930 54,930

敷金及び保証金の差入による支出 △19,144 △14,107

その他 11,792 10,906

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,324,179 △2,098,457
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △232,554 △308,612

長期借入れによる収入 1,019,409 2,100,000

長期借入金の返済による支出 △632,298 △1,022,777

社債の償還による支出 △80,000 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 5,760 127,278

自己株式の取得による支出 △4 △487,893

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 － △518,106

配当金の支払額 △342,960 △344,004

その他 △15,302 △12,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,950 △466,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 65,635 222,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,082,596 △1,583,753

現金及び現金同等物の期首残高 5,704,517 5,211,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,787,113 3,628,081
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30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．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去23,732千円及びセグメント間取引に係るたな

卸資産の調整額等1,756千円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失の合計額は、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２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30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29,789千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の

調整額等△58,438千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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 6,975,613 2,354,130 2,485,139 951,184 12,766,067 ― 12,766,067

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

293,070 77,705 12,651 3,668,601 4,052,029 (4,052,029) ―

計 7,268,683 2,431,835 2,497,791 4,619,785 16,818,096 (4,052,029) 12,766,067

    セグメント利益又は損失(△) △1,162,112 40,846 △152,647 △55,896 △1,329,810 25,488 △1,304,321

(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 5,950,008 2,556,100 2,858,624 1,190,393 12,555,126 ― 12,555,126

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

354,366 72,447 4,143 3,689,161 4,120,118 (4,120,118) ―

計 6,304,375 2,628,547 2,862,767 4,879,555 16,675,245 (4,120,118) 12,555,126

    セグメント損失(△) △1,847,928 △57,585 △222,862 △144,848 △2,273,225 △28,648 △2,301,874
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当社は、当第２四半期連結累計期間において、平成25年４月５日及び平成25年６月13日開催の取締役

会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間において自己株

式が487,889千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において535,987千円となりました。 

  

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

（７）重要な後発事象
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