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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 

  

(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 19,410 6.1 △3,276 ― △2,064 ― △2,347 ―
24年12月期第3四半期 18,299 △22.5 △2,402 ― △2,505 ― △2,623 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 △2,778百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △2,581百万円 （―％）

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3四半期 △20.22 ―
24年12月期第3四半期 △22.58 ―

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 23,717 8,833 34.6 74.69
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3四半期  8,198百万円 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３四半期（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 2.15



(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．３ 「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3Q 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3Q 11,047,445 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3Q 116,103,509 株 24年12月期3Q 116,158,574 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）における売上高は、当第３四半

期連結会計期間（平成25年７月１日～平成25年９月30日）における日本および欧米での販売が持ち直し

たことに加えて、円安基調から海外売上の円換算額が増加した結果、194億10百万円（前年同期比 6.1%

増）となりました。 

  利益面につきましては、為替変動の影響により売上原価が上昇したほか、販売費及び一般管理費のう

ち研究開発費や人件費を主とした海外経費が増加したことから、営業損失は32億76百万円（前年同期は

24億２百万円の損失）となりました。一方、為替差益として12億73百万円を計上したことなどから、経

常損失は20億64百万円（前年同期は25億５百万円の損失）、四半期純損失は23億47百万円（前年同期は

26億23百万円の損失）と改善しました。 
 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの所在地別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、ソリューション営業の強化を図り、一般企業を始め医療・公共・文教市場などのエンドユ

ーザーへのダイレクトタッチを推進してまいりました。当第３四半期連結会計期間においては、医療機

関や民間企業向けのソリューションをベースとした案件が順調な伸びを示し、また、データセンター向

けの大型案件を受注するなど、販売は回復基調で推移しました。この結果、同地域での売上高は改善し

つつあるものの、第２四半期連結累計期間までの減速を埋めるには至らず、売上高は90億79百万円（前

年同期比 5.2%減）となりました。 
  
〔米州〕 

 米州では、ソリューション営業を推進する一方、パートナー企業とのアライアンス強化に取り組んだ

ことなどから代理店間接販売が伸長し、売上高は42億８百万円（前年同期比 19.0%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、公共、防衛、医療市場向けにソリューション営業を強化し、大規模ネットワークに

対応するコア・スイッチや高付加価値サービス、映像監視ソリューションなどの販売を強化してまいり

ました。その結果、売上高は、43億81百万円（前年同期比 21.5%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、ニュージーランド教育省の学校ネットワークの継続案件やブルネイにおけ

る映像監視ソリューションなどの大口案件を受注いたしました。しかし、前期より同地域での収益拡大

を牽引したタイのプロジェクトが縮小したことから当第３四半期連結会計期間の販売は鈍化し、売上高

は17億41百万円（前年同期比 10.5%増）に留まりました。 

  

〔資産〕 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は237億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億

41百万円減少いたしました。流動資産は153億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億34百万円

の減少となりました。これは主に商品及び製品が８億円増加した一方で、現金及び預金が15億40百万

円、受取手形及び売掛金が34億69百万円減少したことによるものであります。固定資産は83億91百万円

となり、前連結会計年度末に比べ17億93百万円の増加となりました。これは主に土地が18億円増加した

ことによるものであります。 

〔負債〕 

負債合計は148億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億21百万円増加いたしました。これは

主に長期借入金が21億８百万円増加したことによるものであります。 

〔純資産〕 

純資産は88億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億62百万円減少いたしました。これは主

に、利益剰余金が26億97百万円減少したこと、自己株式が９億13百万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12.8ポイント低下となる34.6％となりま

した。 

  

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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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。 

 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３四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。 

  

（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 5,211,835 3,671,488

受取手形及び売掛金 8,305,858 4,836,048

商品及び製品 3,300,575 4,101,312

仕掛品 133,467 182,964

原材料及び貯蔵品 605,698 691,711

前払費用 552,194 682,660

その他 901,810 1,297,234

貸倒引当金 △151,160 △138,090

流動資産合計 18,860,279 15,325,329

固定資産   

有形固定資産   

土地 932,324 2,732,554

その他（純額） 3,073,305 3,107,340

有形固定資産合計 4,005,629 5,839,895

無形固定資産   

その他 1,172,693 1,201,403

無形固定資産合計 1,172,693 1,201,403

投資その他の資産   

その他 1,436,795 1,366,989

貸倒引当金 △17,011 △16,426

投資その他の資産合計 1,419,784 1,350,562

固定資産合計 6,598,107 8,391,860

資産合計 25,458,386 23,717,190

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,786,706 2,051,525

短期借入金 276,390 －

1年内返済予定の長期借入金 1,565,125 1,172,356

未払費用 1,011,046 1,480,883

未払金 939,032 726,732

未払法人税等 317,482 146,409

賞与引当金 433,977 762,653

前受収益 2,493,251 2,688,193

その他 417,390 318,871

流動負債合計 9,240,402 9,347,625

固定負債   

長期借入金 1,766,964 3,875,091

退職給付引当金 735,748 759,562
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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) 

その他 1,019,084 901,400

固定負債合計 3,521,797 5,536,054

負債合計 12,762,200 14,883,680

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 △1,785,064

自己株式 △48,094 △961,555

株主資本合計 10,827,352 7,398,693

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 48 228

繰延ヘッジ損益 12,970 706

為替換算調整勘定 1,217,377 799,172

その他の包括利益累計額合計 1,230,396 800,108

新株予約権 638,437 634,708

純資産合計 12,696,186 8,833,510

負債純資産合計 25,458,386 23,717,190
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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 18,299,036 19,410,694

売上原価 6,760,074 7,456,974

売上総利益 11,538,961 11,953,720

販売費及び一般管理費 13,941,611 15,230,143

営業損失（△） △2,402,649 △3,276,423

営業外収益   

受取利息 8,722 5,274

受取配当金 4,663 122

持分法による投資利益 7,425 8,345

為替差益 － 1,273,425

受取補償金 10,028 －

その他 18,877 22,181

営業外収益合計 49,716 1,309,348

営業外費用   

支払利息 78,923 83,290

為替差損 65,428 －

その他 7,963 13,923

営業外費用合計 152,315 97,213

経常損失（△） △2,505,249 △2,064,288

特別利益   

固定資産売却益 235 48

新株予約権戻入益 9,670 4,707

特別利益合計 9,905 4,755

特別損失   

固定資産売却損 37 3,147

事業再編損 50,737 8,910

特別損失合計 50,775 12,058

税金等調整前四半期純損失（△） △2,546,118 △2,071,591

法人税、住民税及び事業税 124,250 189,457

法人税等調整額 △46,999 86,933

法人税等合計 77,251 276,391

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,623,370 △2,347,983

四半期純損失（△） △2,623,370 △2,347,983
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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損失（△） △2,623,370 △2,347,983

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 89 180

繰延ヘッジ損益 △6,017 △12,263

為替換算調整勘定 47,457 △418,204

その他の包括利益合計 41,530 △430,287

四半期包括利益 △2,581,840 △2,778,271

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,581,840 △2,778,271

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) 

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35,483千円及びセグメント間取引に係るたな

卸資産の調整額等△286千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) 

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 54,635千円及びセグメント間取引に係るた

な卸資産の調整額等 △77,994千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。 

  

（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 9,579,659 3,537,259 3,606,237 1,575,880 18,299,036 ― 18,299,036

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

445,685 132,484 17,790 5,498,074 6,094,035 (6,094,035) ―

計 10,025,345 3,669,743 3,624,027 7,073,955 24,393,072 (6,094,035) 18,299,036

    セグメント利益又は損失(△) △2,398,171 94,006 △204,722 71,041 △2,437,846 35,197 △2,402,649

(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 9,079,073 4,208,986 4,381,435 1,741,197 19,410,694 ― 19,410,694

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

532,847 98,423 6,088 5,744,559 6,381,918 ( 6,381,918) ―

計 9,611,921 4,307,410 4,387,523 7,485,756 25,792,613 ( 6,381,918) 19,410,694

 セグメント利益又は損失(△) △2,971,781 129,324 △208,896 △201,711 △3,253,064 △23,359 △3,276,423

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３四半期決算短信

- 8 -



  

当社は、当第３四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３四半期連結累計期間において自己株

式が913,461千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において961,555千円となっております。 

  

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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