
  

１．平成25年12月期第３四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

 

  

連結業績予想の修正については、本日（平成25年11月14日）公表いたしました「平成25年12月期業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  1,844  △4.1  37  △63.5  26  △73.9  △19  －

24年12月期第３四半期  1,923  △0.8  102  △16.9  102  △4.2  89  225.5

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 16百万円（ ％） △86.4   24年12月期第３四半期 117百万円 （ ％） 279.4

  
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３四半期  △2,080.80  －

24年12月期第３四半期  9,475.47  －

  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３四半期  1,377  302  21.9  32,002.20

24年12月期  1,468  285  19.5  30,305.37

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 302百万円   24年12月期 285百万円 

  
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 － 0.00  0.00

25年12月期  － 0.00 －    

25年12月期（予想）      0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  2,555  △4.1  45  △63.2  27  △77.8  10  △90.4  1,122.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 25年12月期３Ｑ 9,521株 24年12月期 9,521株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 84株 24年12月期 84株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 9,437株 24年12月期３Ｑ 9,437株

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づくレビュー手続の対象外でありますが、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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。

・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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。
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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におけるわが国の経済情勢は、金融緩和に伴う円高是正や株価の回復を背景に、企業

収益、雇用が改善傾向にあるものの、消費税率引き上げに伴う個人消費への影響や海外景気の下振れ懸念など、先

行きが不透明ななかで推移しました。 

 ネットワーク市場におきましては、標的型攻撃、DDoS攻撃等の新たな脅威やスマートフォンやタブレット端末の

普及やクラウドサービスの進展によるIPトラフィック等の増加等、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、引続きセキュリティ、モバイル、クラウド、サービスの4分野に重点を

置き、各種展示会及びセミナーの開催等、積極的な展開を行いました。また、平成25年8月にはハイエンド・リア

ルタイム・ネットワーク監視ソリューションを提供するニクサン社と代理店契約を締結し、製品の取扱を開始しま

した。 

 売上高は、無線LAN関連の大型案件の出荷のほか、自社サービスである監視サービス等が堅調に推移し、単体で

は前年同期を上回って推移しましたが、子会社の株式会社イノコスが低調な結果となり、連結では前年同期を下回

りました。 

 利益面につきましては、販売費及び一般管理費は概ね前年並となりましたが、低採算案件の増加、円安による売

上総利益率の低下、イノコスの不振による売上総利益の減少により、営業利益及び経常利益は前年同期を下回り、

四半期純損益については、赤字となりました。 

 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4.1％減）、営業利益は

千円（前年同四半期比63.5％減）、経常利益は 千円（前年同四半期比73.9％減）、四半期純損失は

千円（前年同四半期は四半期純利益89,420千円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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 千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、商品が 千円、工具器具備品が 千円、長期貸付金が 千円増加した一方で、

現金及び預金が 千円、売上債権が 千円、のれんが 千円減少したことによるものです。 

 また、当第３四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円

となりました。これは主に、前受金が 千円、繰延税金負債が 千円増加した一方で、買掛金が 千

円、短期借入金が 千円、長期借入金が 千円減少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19.5％から2.4ポイント増加の21.9％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年11月14日公表の「平成25年12月期業績予想の修正に関する

お知らせ」をご確認下さい。 

 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。  

  なお、株式会社セーブルネットワークスは第１四半期連結会計期間において清算結了したため、連結の範囲か 

ら除外しております。  

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

    

（３）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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,844,357

37,418 26,688

19,636

90,974 1,377,601

119,273 30,438 52,775

107,893 103,089 83,434

106,987 1,075,597

30,785 19,649 26,468

75,000 45,872

16,012 302,004

２．サマリー情報（注記事項）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24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 248,406 140,512

受取手形及び売掛金 436,321 333,231

商品 106,595 225,869

仕掛品 1,725 3,374

原材料及び貯蔵品 28 19

前渡金 47,550 69,224

繰延税金資産 40,280 17,116

その他 21,578 19,718

貸倒引当金 △20 △14

流動資産合計 902,465 809,052

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,368 23,749

車両運搬具（純額） 477 119

工具、器具及び備品（純額） 78,558 108,997

その他（純額） 1,658 1,177

有形固定資産合計 107,063 134,042

無形固定資産   

のれん 222,491 139,057

その他 15,698 12,505

無形固定資産合計 238,190 151,562

投資その他の資産   

投資有価証券 147,912 171,985

長期貸付金 57,000 109,775

その他 54,873 61,583

貸倒引当金 △38,928 △60,400

投資その他の資産合計 220,857 282,944

固定資産合計 566,111 568,549

資産合計 1,468,576 1,377,601
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,663 120,194

短期借入金 252,000 177,000

1年内返済予定の長期借入金 84,858 91,992

前受金 324,059 354,844

未払金 94,677 86,816

未払法人税等 2,263 8,125

賞与引当金 － 17,580

その他 46,491 21,241

流動負債合計 951,012 877,793

固定負債   

長期借入金 193,518 140,512

資産除去債務 7,017 7,111

繰延税金負債 29,969 49,618

その他 1,067 561

固定負債合計 231,572 197,803

負債合計 1,182,584 1,075,597

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 △512,740 △532,377

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 236,038 216,401

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49,953 85,602

その他の包括利益累計額合計 49,953 85,602

純資産合計 285,991 302,004

負債純資産合計 1,468,576 1,377,601
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,923,959 1,844,357

売上原価 1,069,748 1,049,269

売上総利益 854,211 795,087

販売費及び一般管理費 751,809 757,669

営業利益 102,401 37,418

営業外収益   

受取利息 1,000 543

受取配当金 3 3

固定資産賃貸料 7,779 5,399

その他 3,508 222

営業外収益合計 12,291 6,168

営業外費用   

支払利息 8,762 6,226

為替差損 1,804 5,210

支払手数料 － 5,018

その他 1,966 441

営業外費用合計 12,533 16,897

経常利益 102,160 26,688

特別利益   

固定資産売却益 10,198 3,896

投資有価証券売却益 15,973 814

特別利益合計 26,171 4,710

特別損失   

固定資産売却損 298 －

固定資産除却損 390 －

投資有価証券評価損 28,762 308

貸倒引当金繰入額 － 21,500

その他 5,412 －

特別損失合計 34,864 21,808

税金等調整前四半期純利益 93,467 9,590

法人税、住民税及び事業税 5,192 6,146

法人税等調整額 △1,026 23,079

法人税等合計 4,165 29,226

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

89,301 △19,636

少数株主損失（△） △118 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,420 △19,636
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

89,301 △19,636

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,279 35,649

その他の包括利益合計 28,279 35,649

四半期包括利益 117,580 16,012

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 117,699 16,012

少数株主に係る四半期包括利益 △118 －
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 該当事項はありません。  

   

   

 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、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、記載を省略しております。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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