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（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  1,128  △13.2  35  △65.1  24  △76.8  △4  －

24年12月期第２四半期  1,300  △8.5  103  0.3  103  15.9  70  526.1

（注）包括利益 25年12月期第２四半期 7百万円（ ％） △92.9   24年12月期第２四半期 102百万円 （ ％） 559.2

  
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  △479.55  －

24年12月期第２四半期  7,438.55  －

  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  1,361  293  21.5  31,075.44

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２四半期 293百万円   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  2,831  6.2  178  44.8  169  37.4  144  31.5  15,321.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  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２Ｑ 9,521株 24年12月期 9,521株

②  期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 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２Ｑ 9,437株 24年12月期２Ｑ 9,437株

・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のレビュー手続きが実施中

です。

・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2四半期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上昇を背景に、企業収益、

個人消費や雇用が改善傾向にあるものの、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、各種展示会への出展、セミナーの開催等、積極的な展開を行いました。平成25年4月にはニュータニックス

社と代理店契約を締結し、仮想インフラアプライアンス製品の取扱を開始したほか、平成25年5月には、双方の事

業基盤の強化、発展を図ることを目的として新日鉄住金ソリューションズ株式会社との間で業務提携契約を締結し

ました。 

 売上高は、無線LAN製品の大型受注を始めとして受注状況は順調に推移しましたが、中規模以上の案件について

当第2四半期累計期間に出荷できるものが少なく、前年同期を下回って推移しました。 

 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、売上高の減少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、四半期純利益については、わずかながら赤字となりまし

た。 

 この結果、当第２四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13.2％減）、営業利益

は 千円（同65.1％減）、経常利益は 千円（同76.8％減）、四半期純損失は 千円（前年同四半期

は 千円の利益)となりました。  

   

（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   

 当第２四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106,768千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が51,413千円、売上債権が190,194千円、のれんが55,622千円減少した一方で、

商品が90,942千円、前渡金が 千円、長期貸付金が 千円増加したことによるものです。 

 また、当第２四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114,035千円減少し、 千円

となりました。これは主に、前受金が67,178千円増加した一方で、買掛金が65,975千円、短期借入金が89,000千

円、長期借入金が30,008千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7,267千円増加し、 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2.0ポイント改善し21.5％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より 千円減少

し、 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ 千円収

入が減少し、 千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が 千円、減価償却

費が 千円、のれん償却額が 千円であり、また、売上債権が 千円減少、前受金が 千円増

加したものの、棚卸資産が 千円増加、仕入債務が 千円減少、前渡金が 千円増加したことによる

ものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ 千円支出

が増加し、 千円の支出となりました。これは主に、有価証券の償還による収入 千円があった一方で、

貸付による支出 千円、有形固定資産の取得による支出 千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ 千円支出

が増加し、 千円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済による純支出 千円によるもの

です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、為替等の不確定要素はありますが、平成25年２月12日に公表しました業績予想に変更

はありません。 

 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．当四半期決算に関する定性的情報

1,128,086

35,902 24,030 4,525

70,197

1,361,808

60,496 39,859

1,068,549

293,258

51,413

196,992

163,182

122,223 12,617

29,292 55,622 190,194 67,178

95,371 65,975 60,496

8,946

72,749 11,000

39,859 36,924

79,324

102,994 89,000
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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。  

  なお、株式会社セーブルネットワークスは当第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。 

   

   

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 248,406 196,992

受取手形及び売掛金 436,321 246,127

有価証券 － 20,000

商品 106,595 197,538

仕掛品 1,725 3,772

原材料及び貯蔵品 28 19

前渡金 47,550 108,047

繰延税金資産 40,280 26,433

その他 21,578 21,023

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 902,465 819,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,368 24,622

車両運搬具（純額） 477 238

工具、器具及び備品（純額） 78,558 94,751

その他（純額） 1,658 1,337

有形固定資産合計 107,063 120,950

無形固定資産   

のれん 222,491 166,868

その他 15,698 14,724

無形固定資産合計 238,190 181,592

投資その他の資産   

投資有価証券 147,912 134,923

長期貸付金 57,000 96,859

その他 54,873 61,442

貸倒引当金 △38,928 △53,900

投資その他の資産合計 220,857 239,325

固定資産合計 566,111 541,868

資産合計 1,468,576 1,361,808
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,663 80,687

短期借入金 252,000 163,000

1年内返済予定の長期借入金 84,858 100,568

前受金 324,059 391,238

未払金 94,677 88,928

未払法人税等 2,263 5,144

賞与引当金 － 11,713

その他 46,491 19,508

流動負債合計 951,012 860,788

固定負債   

長期借入金 193,518 163,510

資産除去債務 7,017 7,079

繰延税金負債 29,969 36,441

その他 1,067 730

固定負債合計 231,572 207,761

負債合計 1,182,584 1,068,549

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 △517,266

自己株式 △7,433 △7,433

株主資本合計 236,038 231,512

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 61,746

その他の包括利益累計額合計 49,953 61,746

純資産合計 285,991 293,258

負債純資産合計 1,468,576 1,361,808
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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 1,300,297 1,128,086

売上原価 701,211 592,752

売上総利益 599,086 535,334

販売費及び一般管理費 496,079 499,431

営業利益 103,006 35,902

営業外収益   

受取利息 789 417

受取配当金 3 3

固定資産賃貸料 4,862 4,070

償却債権取立益 2,096 －

その他 1,322 209

営業外収益合計 9,074 4,701

営業外費用   

支払利息 6,109 4,408

為替差損 1,070 6,844

支払手数料 － 5,011

その他 1,416 307

営業外費用合計 8,596 16,573

経常利益 103,484 24,030

特別利益   

固定資産売却益 10,198 3,896

投資有価証券売却益 11,733 －

特別利益合計 21,931 3,896

特別損失   

固定資産売却損 298 －

投資有価証券評価損 28,762 308

貸倒引当金繰入額 － 15,000

特別損失合計 29,061 15,308

税金等調整前四半期純利益 96,355 12,617

法人税、住民税及び事業税 24,576 3,351

法人税等調整額 △2,406 13,791

法人税等合計 22,169 17,143

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（△）

74,185 △4,525

少数株主利益 3,988 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,197 △4,525
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

74,185 △4,525

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,511 11,792

その他の包括利益合計 28,511 11,792

四半期包括利益 102,697 7,267

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,708 7,267

少数株主に係る四半期包括利益 3,988 －
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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利益 96,355 12,617

減価償却費 36,715 29,292

のれん償却額 55,749 55,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32 14,964

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,790 11,713

受取利息及び受取配当金 △792 △421

支払利息 6,109 4,408

支払保証料 675 288

為替差損益（△は益） △160 △2,106

有形固定資産売却損益（△は益） △9,899 △3,896

投資有価証券評価損益（△は益） 28,762 308

投資有価証券売却損益（△は益） △11,733 －

売上債権の増減額（△は増加） △63,556 190,194

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,363 △95,371

前渡金の増減額（△は増加） △33,405 △60,496

差入保証金の増減額（△は増加） 20 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,500 △1,289

その他の資産の増減額（△は増加） 1,245 98

仕入債務の増減額（△は減少） 34,981 △65,975

未払金の増減額（△は減少） 32,763 △5,288

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,598 △20,576

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

530 903

前受金の増減額（△は減少） 69,382 67,178

未払費用の増減額（△は減少） － 1,434

預り金の増減額（△は減少） △4,244 △5,660

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,267 △2,220

その他 195 61

小計 287,245 125,785

利息及び配当金の受取額 791 796

利息及び保証料の支払額 △9,319 △3,770

法人税等の支払額 △1,610 △1,374

法人税等の還付額 8,299 785

営業活動によるキャッシュ・フロー 285,406 122,223
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 11,000

有形固定資産の取得による支出 △24,479 △36,924

有形固定資産の売却による収入 315 336

無形固定資産の取得による支出 － △3,883

投資有価証券の売却による収入 11,898 －

保険積立金の積立による支出 △6,708 △6,708

貸付けによる支出 △27,000 △39,859

事業譲受による支出 △28,094 －

その他 10,265 3,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,802 △72,749

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 120,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △114,000 △239,000

長期借入れによる収入 50,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △79,024 △44,298

配当金の支払額 △9 －

少数株主への配当金の支払額 △300 －

リース債務の返済による支出 △337 △337

その他 － 640

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,670 △102,994

現金及び現金同等物に係る換算差額 160 2,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,093 △51,413

現金及び現金同等物の期首残高 87,011 247,406

現金及び現金同等物の四半期末残高 285,105 196,992
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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。  

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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