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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日）

 (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 ％

23年12月期第２四半期 1,818 10.6 △22 ― △31 ― △38 ―
22年12月期第２四半期 1,643 3.0 △195 ― △213 ― △225 ―

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

23年12月期第２四半期 △1,151.28 ―
22年12月期第２四半期 △6,662.48 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年12月期第２四半期 4,001 1,683 42.0 49,669.37

22年12月期 4,080 1,715 42.0 50,661.78

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 1,682百万円  22年12月期 1,715百万円

2. 配当の状況

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

22年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23年12月期 0.00 0.00

23年12月期(予想) 0.00 0.00 0.00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23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 4,050 12.0 80 ― 45 ― 40 ― 1,181.20



  

 
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の

原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  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は終了していません。 

  

 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、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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご

覧ください。 

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.４ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 41,776株 22年12月期 41,776株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 7,912株 22年12月期 7,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 33,864株 22年12月期２Ｑ 33,878株

※ 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
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第２四半期連結累計期間(平成23年１月１日から平成23年６月30日)におけるわが国経済は、世界的な

金融危機に端を発した景気低迷から緩やかに回復し、雇用環境、所得環境や設備投資意欲の持ち直しが

見られたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が国内経済に与える影響は甚大であり、先

行き不透明な状況となっております。 

また、当社が属する電機・IT業界でも、緩やかな回復基調にありましたが、今回の震災の影響によっ

て一時的な需要減退、それに伴う設備投資や開発投資予算の凍結・延期といった動きが顕著に表れてき

ております。 

このような状況の中、当社の連結売上高は前年同期比10.6％増加の18億18百万円となりました。 

ネットワーク関連事業の売上高は前年同期比12.3％増加の14億26百万円となりました。 

まず、プリントサーバの売上高は５億21百万円(前年同期比9.4％減少)となりました。東日本大震災

による取引先半導体工場の被災の影響でプリントサーバの基幹部品であるASICを６月以降８月中旬まで

一時的に調達できなくなり、製品の生産量・出荷量が減少しました。 

USBデバイスサーバ製品群の売上高は３億90百万円(前年同期比38.4％増加)となりました。ブロード

バンドルータ向けの組込みソフトウェアUSB Virtual Linkが好調に推移したことや、USB機器をクラウ

ドコンピューティング環境下で利用するための製品やサービスの開発が活発となってきていることが成

長を後押ししております。 

無線LAN製品群の売上高は４億38百万円(前年同期比52.7％増加)となりました。産業用途製品向けに

採用されている無線LANモジュールの量産や、特殊用途向けのアクセスポイントの出荷が好調で、売上

が伸張しました。 

AVネットワーク製品群の売上高は76百万円(前年同期比38.8％減少)となりました。国内市場において

はタッチパネルモニタやペンタブレットといった入力・表示を同時に行う装置の無線LAN対応に当社の

ソリューション(ネットワーク・ディスプレイ・アダプタ)が複数社で採用されるなど好調に推移しまし

た。一方、海外市場においては前年同期の売上をけん引したiPod DockのOEMビジネスが大きく減少しま

した。 

その他事業の売上高は、前年同期比4.8％増加の３億91百万円となりました。船舶向けの計装システ

ムなどDesign & Manufacturingのビジネスが堅調に売上を伸ばしました。 

営業損益に関しては、販売費及び一般管理費が前年同期比9.0％減少の６億76百万円となり、22百万

円の損失(前年同期は１億95百万円の損失)となりました。また、営業損失の減少に伴い、経常損失は31

百万円(前年同期は２億13百万円の損失)、四半期純損失は38百万円(前年同期は２億25百万円の損失)と

なりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ79百万円(1.9％)減少し、40億１

百万円となりました。これは、主として有形固定資産が31百万円、無形固定資産が39百万円それぞれ減

少したことによるものであります。 

一方、当第２四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ46百万円(2.0％)減少

し、23億18百万円となりました。これは、主として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が

１億95百万円減少する一方、買掛金が１億７百万円、短期借入金が40百万円それぞれ増加したことによ

るものであります。 

また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円(1.9％)減少し、

16億83百万円となりました。これは、主として利益剰余金が38百万円減少したことによるものでありま

す。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は42.0％となり、１株当たり純資産額は

49,669円37銭(前連結会計年度末は50,661円78銭)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度

末に比べ９百万円減少し、10億97百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、２億44百万円(前年同期は４百万円の使用)となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純損失が36百万円、受注高増加に伴うたな卸資産の増加額が１億13百万円とい

うマイナス要因があったものの、減価償却費が１億15百万円、売上債権の減少額が１億３百万円、仕入

債務の増加額が１億７百万円あっ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） 

投資活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同期比7.1％減)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が21百万円、無形固定資産の取得による支出が20百万円あったことによるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、２億22百万円(前年同期比27.9％増)となりました。これは主に、短

期借入れによる収入が40百万円、長期借入金の返済による支出が１億95百万円、社債の償還による支出

が66百万円あったことによるものであります。 

  

当期の業績予想につきましては、平成23年２月14日発表の数値に変更はありません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産等の状況

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
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該当事項はありません。 

  

 (簡便な会計処理) 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

 (四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更) 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

なお、資産除去債務の負債計上および対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する

敷金が原状回復費用に充てられるため回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積

り、そのうち当第２四半期連結累計期間の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりま

す。 

これにより、営業損失および経常損失はそれぞれ300千円増加し、税金等調整前四半期純損失は

1,450千円増加しております。 

  

 (表示方法の変更) 

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」

の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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当第２四半期連結累計期間において営業損失を計上したものの、当連結会計年度においては連結営

業黒字(80百万円)を見込んでいること、加えて当四半期連結会計期間の末日以降、提出日までの間に

総額６億50百万円(うち長期借入金５億50百万円)の資金調達を行ったことから、前事業年度の有価証

券報告書に記載しておりました継続企業の前提に関する重要事象等について重要な不確実性はないと

判断しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 789,546 699,146

受取手形及び売掛金 1,034,084 1,138,674

有価証券 307,471 407,363

たな卸資産 731,464 616,953

未収入金 125,030 138,047

その他 35,018 28,003

貸倒引当金 △4,196 △4,153

流動資産合計 3,018,419 3,024,034

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 627,559 649,732

機械装置及び運搬具（純額） 43,198 50,817

工具、器具及び備品（純額） 60,296 59,953

リース資産（純額） 9,025 10,725

有形固定資産合計 740,080 771,228

無形固定資産   

ソフトウエア 142,858 182,151

その他 3,487 3,487

無形固定資産合計 146,346 185,639

投資その他の資産   

投資有価証券 2,260 2,502

その他 117,817 119,758

貸倒引当金 △23,281 △22,269

投資その他の資産合計 96,796 99,991

固定資産合計 983,223 1,056,859

資産合計 4,001,642 4,080,894
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 199,046 91,643

短期借入金 40,000 －

1年内償還予定の社債 632,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 317,173 365,471

未払法人税等 7,766 9,271

繰延税金負債 726 －

製品保証引当金 1,191 1,202

返品調整引当金 12,765 9,722

その他 226,643 174,089

流動負債合計 1,437,313 1,283,400

固定負債   

社債 202,000 268,000

長期借入金 275,257 422,314

繰延税金負債 212 311

退職給付引当金 357,200 342,900

役員退職慰労引当金 40,450 40,450

その他 5,989 7,907

固定負債合計 881,108 1,081,883

負債合計 2,318,421 2,365,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,058,191 2,058,191

資本剰余金 2,076,539 2,076,539

利益剰余金 △1,788,501 △1,749,514

自己株式 △419,237 △419,237

株主資本合計 1,926,992 1,965,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 311 454

為替換算調整勘定 △245,299 △250,823

評価・換算差額等合計 △244,988 △250,368

新株予約権 1,217 －

純資産合計 1,683,220 1,715,610

負債純資産合計 4,001,642 4,080,894
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(2) 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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,643,810 1,818,218

売上原価 1,095,025 1,164,189

売上総利益 548,785 654,029

販売費及び一般管理費 743,852 676,884

営業損失（△） △195,066 △22,855

営業外収益   

受取利息 919 586

未払配当金除斥益 1,095 1,257

為替差益 － 2,374

その他 1,037 1,031

営業外収益合計 3,052 5,249

営業外費用   

支払利息 14,536 11,462

支払保証料 1,735 1,599

その他 5,112 1,326

営業外費用合計 21,384 14,388

経常損失（△） △213,398 △31,994

特別利益   

新株予約権戻入益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

投資有価証券評価損 1,701 －

和解金 8,650 －

事業整理損 － 3,759

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,150

特別損失合計 10,351 4,909

税金等調整前四半期純損失（△） △223,749 △36,894

法人税、住民税及び事業税 1,961 2,092

法人税等合計 1,961 2,092

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △38,986

四半期純損失（△） △225,711 △38,986
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 927,421 879,777

売上原価 611,642 597,135

売上総利益 315,778 282,641

販売費及び一般管理費 335,319 335,756

営業損失（△） △19,540 △53,114

営業外収益   

受取利息 494 262

為替差益 － 460

貸倒引当金戻入額 － 373

その他 93 126

営業外収益合計 588 1,222

営業外費用   

支払利息 7,148 5,557

支払保証料 872 790

為替差損 5,295 －

その他 1,978 376

営業外費用合計 15,294 6,723

経常損失（△） △34,247 △58,615

特別利益   

新株予約権戻入益 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失   

投資有価証券評価損 1,701 －

事業整理損 － 1,759

特別損失合計 1,701 1,759

税金等調整前四半期純損失（△） △35,948 △60,368

法人税、住民税及び事業税 978 897

法人税等合計 978 897

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △61,265

四半期純損失（△） △36,926 △61,265
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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（△） △223,749 △36,894

減価償却費 130,470 115,232

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,611 △820

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,800 14,300

その他の引当金の増減額（△は減少） － 3,183

受取利息及び受取配当金 △919 △586

支払利息 14,536 11,462

投資有価証券評価損益（△は益） 1,701 －

和解金 8,650 －

売上債権の増減額（△は増加） 21,255 103,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,440 △113,436

未収入金の増減額（△は増加） 62,113 13,016

仕入債務の増減額（△は減少） 40,790 107,802

その他 56,792 44,744

小計 29,389 261,581

利息及び配当金の受取額 919 586

利息の支払額 △14,915 △12,100

法人税等の支払額 △5,497 △3,531

法人税等の還付額 2,932 －

和解金の支払額 △17,000 △2,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,171 244,535

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 △17,753 △21,686

無形固定資産の取得による支出 △26,522 △20,865

その他 384 1,765

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,891 △40,787

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 － 40,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △234,479 △195,428

社債の償還による支出 － △66,000

配当金の支払額 △32,468 △353

自己株式の取得による支出 △5,820 －

その他 △1,052 △556

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,820 △222,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,974 9,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,858 △9,492

現金及び現金同等物の期首残高 1,860,804 1,106,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,614,946 1,097,017
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該当事項はありません。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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