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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,446 △29.7 392 △28.6 256 76.0 318 ―
20年3月期 43,301 △15.9 550 ― 145 ― △1,177 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1,209.22 ― 32.6 1.7 1.3
20年3月期 △6,288.36 ― △307.7 0.6 1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  6百万円 20年3月期  △48百万円

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

21年3月期 12,686 1,090 8.6 4,138.59
20年3月期 18,321 1,029 4.7 3,276.13

（参考） 自己資本   21年3月期  1,090百万円 20年3月期  862百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,044 202 △1,677 302
20年3月期 △380 91 △1,793 735

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結子会社でありましたエス・アンド・アイ株式会社は、当社が保有する全株式を平成20年5月1日付で売却し、又、連結子会社でありました株式会社
ネットマークスサポートアンドサービスを平成20年7月1日付で吸収合併したため、平成22年3月期からは非連結となります。なお、業績予想については2ペ
ージ「2. 22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）」をご覧ください。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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4.  その他 
(1) 期中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）  有  

（注）詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）及び25ページ「連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項の変更」並びに26ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 エス・アンド・アイ株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 264,884株 20年3月期 264,884株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,476株 20年3月期  1,476株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,443 △11.2 392 △24.3 246 10.3 279 ―
20年3月期 34,271 2.5 518 ― 223 ― △1,405 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1,060.14 ―
20年3月期 △7,504.97 ―

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

21年3月期 12,709 1,113 8.8 4,226.60
20年3月期 15,675 884 5.6 3,359.25

（参考） 自己資本 21年3月期  1,113百万円 20年3月期  884百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、4ページ（次期の見通し）をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間 13,100 △1.8 △300 ― △350 ― △350 ― △1,328.74

通期 33,700 10.7 1,200 206.0 1,100 345.7 1,100 293.9 4,176.03
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上期においては前期から続く原油価格の高騰等による物価高により、景気の

減速傾向が明確化しました。下期に入ってからは、原油価格等は下落したものの、金融不安の深刻化による世界景気

の低迷長期化に伴い、国内企業の輸出が急減し、企業業績が著しく悪化しました。又同時に国内の株価も急落し、為

替は不安定な状態で推移しました。 

当社グループが属する情報通信機器等のネットワーク関連業界は、下期に入ってからの企業の業績悪化を背景とした

設備投資の大幅な減少に伴い、商談の規模縮小や先送り、IT投資案件の凍結等が発生し、案件数の減少による同業他

社との価格競争の激化など、非常に厳しい事業環境となりました。 

このような環境の中、当社グループは、日本ユニシス㈱とのシナジー効果を狙った連携を進め、又、今後10年の方向

性を定め、かつ2010年に到達すべきプランを実行すべきプロジェクト「NEP10（Netmarks Evolution Plan 2010）」

の基本方針に基づき、事業収益力の回復と効率経営の更なる推進の取り組みを進めております。 

当連結会計年度における売上高は304億46百万円となり、前期比128億54百万円（29.7％減）の減少となりました。こ

れは主に、事業効率化の一環として、平成20年５月１日付で当社が保有する連結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株

式をユニアデックス㈱に売却したことにより、当連結会計年度からエス・アンド・アイ㈱が連結対象から除外された

こと（前期売上高93億58百万円）、主に製造業・サービス業界向けネットワークインテグレーション構築商談の一時

検討中止・延期・見直し、又、採算性を重視した選別受注への取り組みを行った影響等によるものであります。 

損益面につきましては、売上総利益は71億17百万円となり、エス・アンド・アイ㈱の連結除外（前期売上総利益17億

26百万円）及び期末の売上減少の影響等により、前期比26億42百万円（27.1％減）の減少となりましたが、売上総利

益率は仕入コストの低減及び外注原価の内製化等により23.4％（前期は22.5％）と上昇しました。一方、販売管理費

はエス・アンド・アイ㈱の連結除外（前期販売管理費17億98百万円）及び経費の費消効率化の促進等により67億24百

万円となり、前期比24億84百万円（27.0％減）減少しました。その結果、営業利益は3億92百万円（前期比28.6％

減）、経常利益は支払利息85百万円、為替差損54百万円等が加わり、2億56百万円（前期比76.0％増）となりまし

た。 

さらに、訴訟和解による特別利益4億23百万円、エス・アンド・アイ株式売却益64百万円、サポートサービス部門等

の事務所移転費用2億77百万円、たな卸資産評価損1億25百万円等により当期純利益は3億18百万円（前期は11億77百

万円の当期純損失）となりました。 

サービス別の概要は以下のとおりであります。 

＜ネットワークインテグレーションサービス＞ 

ネットワークインテグレーションサービスの売上高は207億59百万円となり、前期比111億38百万円（34.9％減）減少

しました。これは主に、エス・アンド・アイ㈱の連結除外（前期ネットワークインテグレーション売上高74億43百万

円）、企業の業績悪化を背景とした設備投資の大幅な減少に伴うネットワークインテグレーション構築商談の一時検

討中止・延期・見直し、又、採算性を重視した選別受注への取り組みを行った影響等によるものであります。 

＜サポートサービス＞ 

サポートサービスの売上高は96億86百万円となり、前期比17億15百万円（15.0％減）減少しましたが、これは主に、

エス・アンド・アイ㈱の連結除外（前期サポートサービス売上高19億15百万円）によるものであり、この影響を除く

と、納入システムの累積による保守契約売上の増加、アウトソーシングサービスの拡充により前年比で2.0％増加し

ております。  

事業戦略面では、ソリューションサービス戦略として、日本ユニシスグループとの連携のもと、市場の拡大が予想さ

れるユニファイド・コミュニケーション、データセンターソリューションに注力し、又、それらに加えて、従来から

のビジネスであるＩＣＴ基盤構築に伴う保守サービス契約率の向上、アウトソーシングサービスの拡充により、安定

収益を目的としたサービス事業比率の向上に取り組んでおります。 
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ソリューション別受注・売上の内訳は以下のとおりであります。 

（次期の見通し） 

様々な経済対策や製造業における在庫調整の進展等により、足元の国内景気は徐々に回復軌道に乗ることが予想され

ますが、企業の設備投資が本格的に回復するまでにはまだ時間がかかるものと思われます。依然として厳しい事業環

境にある中で、当社は、日本ユニシスグループとの販売シナジー及びコストシナジーの実現、成長領域であるユニフ

ァイド・コミュニケーション及びデータセンターソリューション分野でのソリューション展開の強化、それらに加

え、ＩＣＴ基盤構築に伴うサポートサービスの拡販に注力いたします。又、外注コストの内製化等、コスト管理を徹

底することにより、さらなる事業収益力の回復に取り組んでまいります。  

以上により、平成22年３月期の業績予想は、売上高337億円（前期比10.7％増）、営業利益12億円（同206.0％増）、

経常利益11億円（同345.7％増）、当期純利益11億円（同293.9％増）を見込んでおります。 

（注）上記業績見通しに関する注意事項 

当社は、事業効率化の一環として、当社が保有する連結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株式を平成20年５月１

日付でユニアデックス㈱に売却、又、平成20年７月１日付で連結子会社㈱ネットマークスサポートアンドサービ

スを吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなり、次期は連結財務諸表非作成会社となる予定であり

ます。  

（ソリューション別受注高・受注残高） （百万円未満切捨）

区  分 

平成20年３月期 平成21年３月期 

受注高 
 

受注残高 
 

受注高 
 

受注残高 
 

割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％)

ネットワークインテグレーシ
ョンサービス 

27,066 70.7 6,958 60.6 17,626 63.5 2,309 34.5 

 
ＩＰテレフォニー／ 
ＩＰコミュニケーション 2,210 5.8 1,201 10.5 3,499 12.6 303 4.5 

  ネットワークセキュリティ 3,282 8.6 423 3.7 2,008 7.2 64 1.0 

  ストレージネットワーク 1,362 3.6 73 0.6 1,353 4.9 22 0.3 

  ネットワークインフラ 20,210 52.7 5,261 45.8 10,765 38.8 1,919 28.7 

サポートサービス 11,228 29.3 4,523 39.4 10,121 36.5 4,377 65.5 

合  計 38,294 100.0 11,482 100.0 27,748 100.0 6,687 100.0 

（ソリューション別売上高） （百万円未満切捨）

区  分 
平成20年
３月期 

  平成21年
３月期 

 
増 減 

 

割合(％) 割合(％) 増減率(％)

ネットワークインテグレーションサービス 31,898 73.7 20,759 68.2 △11,138 △34.9 

  ＩＰテレフォニー／ＩＰコミュニケーション 4,964 11.5 4,214 13.9 △750 △15.1 

  ネットワークセキュリティ 4,894 11.3 2,353 7.7 △2,540 △51.9 

  ストレージネットワーク 1,331 3.1 1,404 4.6 73 5.5 

  ネットワークインフラ 20,708 47.8 12,787 42.0 △7,921 △38.3 

サポートサービス 11,402 26.3 9,686 31.8 △1,715 △15.0 

合  計 43,301 100.0 30,446 100.0 △12,854 △29.7 

（期末従業員数推移） （単位：人）

    平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

従 業 員 数 
単  体 478 484 532 510 556 

連  結 899 979 1,015 756 556 
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ56億35百万円減少し、126億86百万円となりました。これは

主に、期末売上の減少による売上債権の減少23億85百万円、たな卸資産の減少17億31百万円、現金及び預金の減少

4億32百万円等によるものであります。一方、負債合計は前連結会計年度末に比べ56億95百万円減少し、115億96百

万円となりました。これは主に、長・短期借入金の減少27億31百万円、仕入債務の減少24億39百万円等によるもの

であります。株主資本は前連結会計年度末に比べ2億82百万円増加し、11億43百万円となりました。これは、当期

純利益計上によるものであります。以上の結果、当連結会計年度末の自己資本比率は8.6％と前連結会計年度末に

比べ3.9ポイント上昇しました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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ベ4億32百万

円減少し、3億2百万円（前連結会計年度末は7億35百万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は10億44百万円（前連結会計年度は3億80百万円の減少）と

なりました。これは主に、たな卸資産の減少額13億93百万円、減価償却費6億2百万円、税金等調整前当期純利益3

億30百万円等の資金増加要因、仕入債務の減少額13億円44百万円、貸倒引当金の減少額10億円49百万円、事務所移

転費用引当金の減少額1億63百万円等の資金減少要因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） 

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は2億2百万円（前連結会計年度は91百万円の増加）となりまし

た。これは主に、保守用機器のリース転用等の固定資産売却による収入5億3百万円、子会社株式の売却収入4億44

百万円、敷金及び保証金の返還による収入2億66百万円等の資金増加と、新規商材機器、保守用備品、業務・事業

用ソフトウエア等の設備投資に関する支出10億61百万円等の資金減少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） 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は16億77百万円（前連結会計年度は17億93百万円の減少）とな

りました。これは主に、短期借入金の純減額11億31百万円、長期借入金の返済による支出5億円、ファイナンスリ

ース債務の返済による支出46百万円の資金減少によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※ 自己資本比率           ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

５．平成19年３月期及び平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 
平成17年 
３月期 

平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

自己資本比率 22.8％ 19.6％ △0.3％ 4.7％ 8.6％ 

時価ベースの自己資本比率 207.9% 110.7％ 49.1％ 19.8％ 34.1％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 332.4％ 1,756.0％ － － 601.7% 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 26.4倍 5.7倍 － － 10.4倍 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題として認識し、配当につきましては、業績・配当性向・内

部留保等を総合的に勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。 

当期は厳しい経営環境のもと、当期純利益を計上しましたが、当期の期末配当につきましては、配当の原資となる利

益剰余金がマイナスであることから、誠に不本意ではございますが無配とさせていただきます。 

今後、一層の経営基盤の強化を図るとともに、事業発展のための内部資金の確保に留意しつつ、株主の皆様のご期待

に沿うよう復配に向け全力を挙げてまいりますが、次期の配当金につきましても、未だ回復の 中であると言わざる

を得ず、無配とさせていただかなければならない状況であります。 

(4）事業等のリスク 

当社グループの業績は、今後発生しうる様々なリスク要因により影響を受ける可能性があり、以下に当社グループが

事業を推進していく上で経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスク要因として、本決算短信提出

日現在において考えられるものを記載しております。 

①企業のＩＴ投資について 

当社グループの事業は、企業のＩＴ投資動向に左右されるため、企業の投資意欲が減退し需要が低迷した場合に

は、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。このため、当社グループでは、新規分野や新規顧客の開

拓を積極的に推進して、特定顧客、特定業種への依存を是正し、業績への影響を軽減するよう努めております。 

②競合先と新製品開拓について 

当社グループは、常に競争力のある新製品の発掘に努めておりますが、既存製品から新製品へスムーズに移行でき

なかった場合や競合先による優れたシステムやサービスが当社グループに先駆けて市場に提供された場合、並びに

競合先との価格・サービス競争が激化した場合には、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

③業績の季節変動性について 

当社が提供するソリューション及びサービスは、ネットワークシステムのコンサルティングから設計、構築、運

用・保守等に至るまでの総合的なサービス提供であり、主として企業による情報関連投資がその対象となります。

多くの企業が事業年度を４月から３月までと定めていることから、当社の売上高は第２四半期である９月及び特に

期末である３月にかけて集中する傾向があります。このため、当初想定していなかった商談の失注・成約遅れが発

生した場合や納期の遅れ、お客様の検収遅れが発生した場合、さらにお客様の設備投資の実行計画が次期にずれ込

んだ場合には、業績に影響が及ぶ可能性があります。 

④情報漏洩に関するリスクについて 

当社グループは、事業の性格上お客様の個人情報を取扱う場合があり、厳重な管理体制をとっております。しかし

ながら、万が一の予期せぬ事態による流出に対応するため、一定額までの保険を付保しておりますが、それ以上の

多額の対応費用を要したり、社会的信用の失墜により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤為替変動について 

当社は、為替予約取引を利用して海外製品の輸入取引に関わる為替相場の変動リスクの軽減に努めておりますが、

変動リスクを全て排除することは不可能であります。従って、外国通貨に対し円安傾向となった場合は、円換算し

た仕入価格が上昇することとなり、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

⑥在庫リスクについて 

当社は、きめ細かな発注管理により在庫を必要 小限にし、陳腐化リスクを回避するよう努めておりますが、市場

の変化、顧客事情等により販売予測が変動した場合、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

⑦投資先の業績の悪化に伴う影響について 

当社が保有する投資有価証券には、関係会社、取引先等の公開及び非公開株式が含まれており、投資先企業の業績

や財政状態の悪化による下落リスクが内在しております。今後、当該投資先の業績が悪化し、当該株式の市場価格

又は実質価額が著しく下落した場合には、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧有利子負債依存度と金利の上昇について 

当社グループの運転・設備資金は、親会社である日本ユニシス㈱及び金融機関からの借入に依存しており、総資産

に対する有利子負債の比率が高くなっておりますが、その大部分は固定金利で調達していることから、金利の変動

による業績への影響は限定的と考えております。但し、今後、借入金の増加や大幅な金利上昇があれば、当社グル

ープの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループの直近３年間の有利子負債残高並びに総資産に占める割合は下表のとおりであります。 

なお、当期よりリース会計基準の変更によりリース債務が有利子負債に加わりましたが、下記有利子負債残高には

過去との比較のためリース債務を除いた金額を記載しております。 

⑨人材の確保について 

当社グループは、高度化・多様化するお客様のニーズに迅速かつ的確に対応するために、優秀な技術者等の確保が

重要と認識しております。当社グループでは社員教育と技術研修を通じて人材育成に努めておりますが、当社グル

ープが必要とする優秀な技術者等が確保できない場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

⑩減損会計適用による影響 

固定資産の減損会計適用に伴い、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。 

⑪不採算プロジェクトの発生について 

当社グループは、システム構築において納入後の不具合、仕様変更に伴う工数の追加により採算が悪化した場合、

当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。当社グループでは不採算プロジェクトの発生を回避するため

に、提案力強化に加え、引合い・見積り・受注段階からのプロジェクトマネジメント力の強化に努めてまいりま

す。 

⑫復配について 

当社は今後、欠損金について早期の解消を目指してまいりますが、当社の事業が計画どおり進展しなかった場合に

は、復配につき長期間を要する可能性があります。 

（百万円未満切捨）

  平成19年３月期 
  

平成20年３月期
  

平成21年３月期 
  

構成比(％) 構成比(％) 構成比(％)

有利子負債残高 
(リース債務を除く） 11,800 41.8 8,517 46.5 5,786 45.6 

総資産 28,256 100.0 18,321 100.0 12,686 100.0 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社と持分法適用非連結子会社１社に加え、関連会社８社で構成されており、 先端のネットワーク

システムのコンサルティング、設計、構築から運用・保守・アウトソーシングに至るまでの一貫したサービスの提供を

主たる事業として活動しております。 

 また、関係会社につき以下の変更が生じております。 

①当社は、平成20年５月１日をもって、保有する連結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株式をユニアデックス㈱へ売却

いたしました。これにより、エス・アンド・アイ㈱は当社の連結子会社ではなくなり、当連結会計年度より連結の範

囲から除外されております。 

②当社は、平成20年７月１日をもって、連結子会社㈱ネットマークスサポートアンドサービスを吸収合併いたしまし

た。 

③当社は、平成20年10月31日をもって、当社が保有する持分法適用関連会社日本テレコムネットワークシステムズ㈱の

全株式をソフトバンクテレコム㈱に譲渡いたしました。これにより、日本テレコムネットワークシステムズ㈱は、当

連結会計年度より、持分法の適用から除外されております。 

事業内容としては大きく分けて以下のとおり分類できます。 

(1）ネットワークインテグレーションサービス 

製造、通信・メディア、金融、流通・サービス、システムインテグレータ等の一般企業及び通信事業者から官庁・自

治体、医療・文教の公共分野に至る幅広い業種にわたり、ネットワークシステムの導入検討から設計・構築に至るま

で、ネットワーク技術と関連製品を組み合わせた 適なネットワーク環境を実現するためのコンサルティングを含め

た総合的なサービスの提供を行っております。具体的には、ＩＰテレフォニーを始めとしたユニファイド・コミュニ

ケーションや、サーバやストレージ、セキュリティなどを 適化してご提供するデータセンターソリューション、Ｉ

ＣＴ基盤等のインテグレーションサービスであります。 

(2）サポートサービス 

納入したネットワークシステムを安定して稼動させる24時間×365日体制のサポートサービスを提供しております。

故障やトラブルが発生した場合に速やかに復旧させる保守サポートサービスに加えて、常に安定した稼動状態を維持

するためにお客様のシステム管理部門に代わってネットワークシステム運用監視（運用業務代行・リモート監視・ヘ

ルプデスク）を行うアウトソーシングサービスを提供しております。  

事業の系統図は次のとおりであります。 

当社グループの分業体制 

（国内ユーザ） 

  

※２ 

国 内 ユ ー ザ 

当             社 

保 守 ・ 運 用 等 の サ ポ ー ト サ ー ビ ス 

ソ リ ュ ー シ ョ ン ・ 製 品 ・ シ ス テ ム ・ サ ー ビ ス 等 の 販 売 又 は 提 供 

㈱エヌエム・ヒューマテック 
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（海外ユーザ） 

 
（注）※１ 非連結子会社で持分法適用会社 

※２ 関連会社で持分法非適用会社 

（当社と関係会社の主な事業における位置付け） 

 海 外 ユ ー ザ 

直接販売･････ 

間接販売･････ 

人材派遣等･･･ 

※２

※１ ※２

※２

※２

※２

当     社 

ネ ッ ト ワ ー ク イ ン テ グ レ ー シ ョ ン サ ー ビ ス ・ サ ポ ー ト サ ー ビ ス 

ネットマークス（上海）有限公司 NETMARKS PHILIPPINES,INC.

NETMARKS TECHNOLOGY
（MALAYSIA）SDN BHD 

PT.NETMARKS INDONESIA 

NETMARKS(THAILAND)CO.,LTD 

NETMARKS SINGAPORE PTE.LTD. 

※２

NETMARKS VIETNAM CO.,LTD 

区分 会社名 事業内容 

当  社 ㈱ネットマークス 

・ネットワークシステムのコンサルティング、設計、構築サービス 

・ハードウエア及びソフトウエアの販売 

・ネットワーク運用管理アウトソーシングサービス 

関 

係 

会 

社 

親 会 社 日本ユニシス㈱ 

・コンサルティングからシステム構築、運用に至るシステム関連サー

ビス 

・ハードウエア及びソフトウエアの販売 
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３．経営方針 

本決算短信提出日現在における経営方針は、次のとおりであります。 

 (1）会社の経営の基本方針 

ランドマークを語源とするネットマークスの社名には、常に情報ネットワーク分野で業界をリードする“ネットワー

クの道標”でありたいとの意味が込められています。 

その語源が示すとおり、ネットマークスは21世紀の社会を変えるインターネットの発展と、高度情報化社会の発展

に、ネットワーク業界の先頭に立ち、貢献してまいります。 

 この理念を具現化するため、以下を経営指針として掲げます。 

①顧客満足度の向上 

お客様に対する誠実さを常に持ち、高い技術力に支えられた 適な製品やサービスをご提供致します。 

②社員満足度の向上 

企業活動を通して、社員のやりがい・生活環境の継続的かつ発展的な向上を図ります。 

③株主満足度の向上 

企業価値の向上を図り、会社の発展を通じて株主満足度の向上を図ります。 

④社会への貢献 

社会的責任を自覚し、企業活動を通して、より良い環境づくりと、より快適な情報化社会の発展に寄与します。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは会社設立以来、事業領域の拡大と成長性の実現を目指しておりましたが、平成19年３月期決算での大

幅な業績悪化を踏まえ、「営業利益確保」を事業運営上の重要な経営目標と捉えてまいります。 

(3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

景気の低迷や競争の激化により、事業環境は依然として厳しい状況が続いている中で、当社では適正利益を確保でき

る体制を確立すべく、全社プロジェクト「NEP10（Netmarks Evolution Plan 2010）」を立ち上げ、社員一丸となっ

た改革に取り組んでおります。 

当連結会計年度は「NEP10」の２年目として、各種の施策を実行してまいりました。今後もプロジェクトの完遂を目

指して引き続き推進し、業績回復に向けた道筋を確かなものにすべく、次の施策に取り組んでまいります。 

①選択と集中による有望市場、成長ソリューション分野の体制強化 

当社の強みと市場動向を分析し、今後成長が期待できる分野への営業・技術両面での人員再配置と教育等の充実に

より、営業体制を更に強化してまいります。併せて、販売パートナーの開拓や販売提携先との各種ソリューション

セミナーの共同開催等、販売支援策も強化してまいります。 

また、景気低迷により、ますます強まる顧客企業のＩＴ投資コストの抑制ニーズに応えられるよう、新しいソリュ

ーションの開発も行ってまいります。 

②日本ユニシスグループとの業務提携強化 

当社は、日本ユニシス㈱による当社株式の公開買付けの成立に伴い、平成19年６月７日付で日本ユニシスグループ

の一員となりました。これに伴い、同グループ各社との連携を深め戦略を共有するという事業方針に基づき、シス

テムインテグレーション及びネットワークインテグレーションの両事業における業務提携を決定しております。 

当該業務提携は、当社の喫緊の経営課題である収益の回復を実現するために、現状のネットワーク機器販売を中心

とした事業モデルを変革するための大きな力となるものであります。今後、当社におきましては企業価値の向上を

第一義として、(a)上位システムを含めたソリューション及び提案力の強化 (b)相互顧客基盤へのクロスセルによ

る事業機会の拡大 (c)保守や購買機能等のスケールメリット実現によるコスト削減 (d)人材育成強化による技術

力・営業力の向上等を 優先に、日本ユニシスグループ各社との連携強化に引き続き取り組んでまいります。  

③プロジェクト管理の強化と技術者の育成 

システム構築において追加工数による不採算プロジェクトの発生を回避するため、提案段階からプロジェクトマネ

ジメント力の強化に努めてまいります。この実現に向け、平成20年10月には、従来の教育体系を見直し、効率的な

人材管理の実施及び総合的な教育の展開を実現するためにＩＣＴユニバーシティを創設、運用を開始しました。こ

うした取り組みを通じて、経験、技術力を備えた技術者やプロジェクトマネージャーを計画的に育成するととも

に、大手ベンダーの 先端の認定資格の取得を推進し、高度な技術の習得に努めてまいります。 
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④コンプライアンス強化と内部統制システムの運用 

コンプライアンス意識の徹底に向けた社内体制の充実とともに、内部牽制機能の強化、社内の仕組みの改善に引き

続き取り組んでまいります。又、平成21年３月期に構築した財務報告に係る内部統制システムについても、運用の

定着化を図ってまいります。 

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

（和解による訴訟の解決） 

当社は、「厚生労働省向けネットワーク機器販売及び支援サービス並びに国保連合会システム」に係る一連の取引に

おいて、当社の販売先である㈱デジタルデザインより、平成19年２月２日付で損害賠償、売買代金相当額返還又は不

当利得返還を予備的に求める訴訟を提起されておりました。これに対して、当社は平成19年２月15日付で同社に対し

未回収の売買代金等の支払いを求める反訴の提起を行いました。又、本件に関連して平成19年12月26日付でニスコム

㈱から請負代金を求める訴訟を提起されておりました。以上の件につきまして、当社といたしましては、支払い義務

がないものとし、正当な論拠を主張してまいりましたが、平成20年７月29日付にて和解が成立するに至りました。 

これにより、平成21年３月期第２四半期連結会計期間において、和解金５億円を受領いたしました。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 735 302

受取手形及び売掛金 9,767 7,381

たな卸資産 3,496 －

商品 － 687

未成工事支出金 － 1,076

繰延税金資産 90 －

その他 998 662

貸倒引当金 △19 △20

流動資産合計 15,067 10,090

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 501 143

減価償却累計額 △219 △59

建物及び構築物（純額） 282 83

工具、器具及び備品 3,277 3,161

減価償却累計額 △2,221 △2,152

工具、器具及び備品（純額） 1,056 1,009

リース資産 － 520

減価償却累計額 － △52

リース資産（純額） － 467

有形固定資産合計 1,338 1,560

無形固定資産   

のれん 40 －

ソフトウエア等 737 －

ソフトウエア － 609

その他 － 7

無形固定資産合計 777 616

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  417 ※1  272

破産更生債権等 25 25

長期未収入金 1,059 －

繰延税金資産 55 －

その他 ※1  665 ※1  147

貸倒引当金 △1,085 △25

投資その他の資産合計 1,137 418

固定資産合計 3,253 2,596

資産合計 18,321 12,686
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,176 2,737

関係会社短期借入金 2,667 1,536

1年内返済予定の長期借入金 800 2,500

リース債務 － 84

未払法人税等 46 31

繰延税金負債 － 7

前受収益 1,164 1,231

役員賞与引当金 － 19

事務所移転費用引当金 214 50

その他 1,748 902

流動負債合計 11,818 9,100

固定負債   

長期借入金 5,050 1,750

リース債務 － 416

繰延税金負債 15 9

退職給付引当金 383 320

役員退職慰労引当金 14 －

その他 10 －

固定負債合計 5,473 2,496

負債合計 17,292 11,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,720 3,720

資本剰余金 2,830 2,830

利益剰余金 △5,321 △5,038

自己株式 △368 △368

株主資本合計 861 1,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △59

繰延ヘッジ損益 － 10

為替換算調整勘定 － △4

評価・換算差額等合計 1 △53

少数株主持分 166 －

純資産合計 1,029 1,090

負債純資産合計 18,321 12,686
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 43,301 30,446

売上原価 ※1  33,541 ※1  23,328

売上総利益 9,759 7,117

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売諸経費 588 －

給与諸手当福利費 4,943 －

役員報酬及び給料手当 － 3,309

法定福利及び厚生費 － 335

退職給付費用 75 162

賃借料 865 563

業務委託費 1,311 900

研究開発費 ※2  270 ※2  97

減価償却費 － 260

旅費及び交通費 － 296

その他 1,153 797

販売費及び一般管理費合計 9,209 6,724

営業利益 550 392

営業外収益   

受取利息及び配当金 15 4

販売報奨金 4 －

持分法による投資利益 － 6

投資事業組合運用益 11 10

その他 5 7

営業外収益合計 37 28

営業外費用   

支払利息 158 85

たな卸資産評価損 172 －

持分法による投資損失 48 －

為替差損 － 54

その他 62 24

営業外費用合計 442 165

経常利益 145 256

特別利益   

子会社株式売却益 196 64

退職給付引当金戻入額 44 －

役員退職慰労引当金戻入額 94 －

受取和解金 － 423

その他 2 24

特別利益合計 337 511
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  38 ※3  7

投資有価証券評価損 1,222 －

関係会社出資金評価損 63 －

事務所移転費用 12 227

事務所移転費用引当金繰入額 214 50

過年度退職給付費用 67 －

たな卸資産評価損 － 125

その他 52 25

特別損失合計 1,671 436

法人税、住民税及び事業税 25 16

法人税等調整額 △20 △4

法人税等合計 4 12

少数株主損失（△） △15 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,177 318
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,970 3,720

当期変動額   

新株の発行 749 －

当期変動額合計 749 －

当期末残高 3,720 3,720

資本剰余金   

前期末残高 2,080 2,830

当期変動額   

新株の発行 749 －

当期変動額合計 749 －

当期末残高 2,830 2,830

利益剰余金   

前期末残高 △4,144 △5,321

当期変動額   

持分法の適用範囲の変動 － △35

当期純利益又は当期純損失（△） △1,177 318

当期変動額合計 △1,177 282

当期末残高 △5,321 △5,038

自己株式   

前期末残高 △368 △368

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △368 △368

株主資本合計   

前期末残高 538 861

当期変動額   

新株の発行 1,499 －

持分法の適用範囲の変動 － △35

当期純利益又は当期純損失（△） △1,177 318

当期変動額合計 322 282

当期末残高 861 1,143
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △629 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 631 △61

当期変動額合計 631 △61

当期末残高 1 △59

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 10

当期変動額合計 6 10

当期末残高 － 10

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4

当期変動額合計 － △4

当期末残高 － △4

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △636 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 637 △55

当期変動額合計 637 △55

当期末残高 1 △53

少数株主持分   

前期末残高 1,044 166

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △877 △166

当期変動額合計 △877 △166

当期末残高 166 －

純資産合計   

前期末残高 946 1,029

当期変動額   

新株の発行 1,499 －

持分法の適用範囲の変動 － △35

当期純利益又は当期純損失（△） △1,177 318

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △239 △221

当期変動額合計 82 60

当期末残高 1,029 1,090
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,187 330

減価償却費 863 602

のれん償却額 43 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △1,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） 214 △163

固定資産除却損 38 7

投資有価証券評価損益（△は益） 1,222 25

関係会社出資金評価損 63 －

受取利息及び受取配当金 △15 △4

支払利息 158 85

持分法による投資損益（△は益） 48 △6

子会社株式売却損益（△は益） △196 △64

受取和解金 － △423

売上債権の増減額（△は増加） 2,562 222

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,696 1,393

仕入債務の増減額（△は減少） △1,200 △1,344

未払費用の増減額（△は減少） △519 △146

その他 △3,939 1,247

小計 △195 736

利息及び配当金の受取額 15 4

利息の支払額 △170 △100

法人税等の支払額 △28 △19

和解金の受取額 － 423

営業活動によるキャッシュ・フロー △380 1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △35 －

定期預金の払戻による収入 35 －

有形固定資産の取得による支出 △890 △826

有形固定資産の売却による収入 564 503

無形固定資産の取得による支出 △277 △235

無形固定資産の売却による収入 － 20

投資有価証券の売却による収入 11 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △6

敷金及び保証金の回収による収入 － 266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  249 ※2  444

貸付けによる支出 △22 －

事業譲渡に伴う資産売却収入 ※3  453 －

㈱ネットマークス　（3713）　平成21年3月期　決算短信

-18-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

貸付金の回収による収入 － 19

その他 3 16

投資活動によるキャッシュ・フロー 91 202

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） △3,282 △1,131

少数株主への配当金の支払額 △4 －

長期借入金の返済による支出 － △500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △46

株式の発行による収入 1,493 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,793 △1,677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,087 △432

現金及び現金同等物の期首残高 2,823 735

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  735 ※1  302
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数      ２社 

連結子会社の名称 

㈱ネットマークスサポートアンド

サービス 

エス・アンド・アイ㈱ 

前連結会計年度まで連結子会社であ

りましたスターネット㈱は、平成19

年６月12日付で全株式を住友電気工

業㈱へ譲渡したことにより、連結の

範囲から除いております。 

(1）連結子会社の数及び名称 

該当事項はありません。 

前連結会計年度まで連結子会社であ

りましたエス・アンド・アイ㈱は、

当社が保有する全株式を平成20年５

月１日付でユニアデックス㈱に売却

したため、連結の範囲から除外して

おります。 

又、前連結会計年度まで連結子会社

でありました㈱ネットマークスサポ

ートアンドサービスを平成20年７月

１日付で吸収合併いたしました。 

  (2）非連結子会社の数     １社 

非連結子会社の名称 

ネットマークス（上海）有限公司 

(2）非連結子会社の数     １社 

非連結子会社の名称 

         同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

         同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用会社の数及び名称 

持分法適用非連結子会社 

該当事項はありません。 

(1）持分法適用会社の数及び名称 

持分法適用非連結子会社  １社 

名称：ネットマークス（上海）有限

公司 

持分法非適用非連結子会社でありま

したネットマークス（上海）有限公

司は重要性が増したため、持分法適

用の範囲に含めております。 

  持分法適用関連会社    １社 

名称：日本テレコムネットワークシ

ステムズ㈱ 

持分法適用関連会社 

該当事項はありません。 

前連結会計年度において持分法適用

会社でありました日本テレコムネッ

トワークシステムズ㈱は、当社が保

有する全株式を平成20年10月31日付

でソフトバンクテレコム㈱に売却し

たため、持分法適用の範囲から除外

しております。 

  (2）持分法非適用会社の数及び名称等 

持分法非適用非連結子会社 １社 

名称：ネットマークス（上海）有限

公司 

(2）持分法非適用会社の数及び名称等 

持分法非適用非連結子会社 

該当事項はありません。 

  持分法非適用関連会社   ８社 

名称：NETMARKS PHILIPPINES,INC. 

NETMARKS(THAILAND) CO.,LTD 

その他６社 

持分法非適用関連会社   ８社 

名称：NETMARKS PHILIPPINES,INC. 

NETMARKS(THAILAND) CO.,LTD 

その他６社 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないためであります。 

（持分法を適用しない理由） 

         同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

────── 

４．会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

(イ）時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

①有価証券 

その他有価証券 

(イ）時価のあるもの 

         同左 

  (ロ）時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(ロ）時価のないもの 

         同左 

  ②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

         同左 

  ③たな卸資産 

主として商品は移動平均法による原価

法、未成工事支出金及び貯蔵品は個別

法による原価法を採用しております。 

③たな卸資産 

主として商品は移動平均法による原価

法（貸借対照表額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）、

未成工事支出金及び貯蔵品は個別法に

よる原価法（貸借対照表額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 

    （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

なお、これにより売上総利益、営業利

益、経常利益は33百万円、税金等調整

前当期純利益は158百万円減少してお

ります。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物    3～18年 

工具、器具及び備品  2～20年 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、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。これによる損益への

影響は軽微であります。 

────── 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これによる損益への影響は軽微

であります。 

────── 

  ②無形固定資産 

(イ）自社利用のソフトウエア 

社内における見込利用可能期間（５

年）による定額法を採用しておりま

す。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

(イ）自社利用のソフトウエア 

         同左 

  (ロ）市場販売目的のソフトウエア 

見込販売収益に基づく償却額又は見

込有効期間（３年）に基づく均等配

分額のいずれか大きい額を償却額と

する方法を採用しております。 

(ロ）市場販売目的のソフトウエア 

同左 

  (ハ）その他の無形固定資産 

定額法を採用しております。 

(ハ）その他の無形固定資産 

         同左 

  ③     ────── ③リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  ④長期前払費用 

定額法を採用しております。 

④長期前払費用 

         同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

①貸倒引当金 

         同左 

  ②     ────── ②役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、当連結

会計年度末における支給見込額を計上

しております。 

  ③事務所移転費用引当金 

当社は事務所移転に伴い、従来より賃

借していた事務所について当連結会計

年度において解約申し入れ等を行った

ため、これに係る原状回復工事費用等

を見積り計上しております。 

③事務所移転費用引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

④退職給付引当金 

同左 

  過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（３年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

 

  ⑤役員退職慰労引当金 

連結子会社の一部は役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

⑤          ────── 

  （追加情報） 

当社は従来、役員（執行役員を含む）

の退職慰労金の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上してお

りましたが、平成20年３月に役員退職

慰労金制度を廃止したため、役員退職

慰労引当金（執行役員は退職給付引当

金）を全額取崩し、特別利益として78

百万円を計上しております。 

 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

────── 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

但し、為替予約のうち、振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を

採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

         同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予

定取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段… 同左 

ヘッジ対象… 同左 

  ③ヘッジ方針 

当社及び連結子会社の一部は、各社の

外貨建取引に関する規程に従って、取

引限度額及び取引権限を定め、将来購

入する商品等の業務用資産に係る外貨

建債務の為替変動リスクをヘッジして

おります。 

③ヘッジ方針 

当社は外貨建取引に関する規程に従っ

て、取引限度額及び取引権限を定め、

将来購入する商品等の業務用資産に係

る外貨建債務の為替変動リスクをヘッ

ジしております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とその

外貨建輸入取引の為替リスクをヘッジ

する為替予約（ヘッジ手段）とは重要

な条件が同一であり、ヘッジに高い有

効性があるため有効性の判断を省略し

ております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

         同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

         同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 ────── 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

５年間の定額法により償却しておりま

す。 

────── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金及び随時引き出し可能な預金か

らなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、重要性が乏しいリース資産を除き、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度に区分掲記しておりました「未収入金」

（当連結会計年度末の残高は160百万円）は、資産の総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにしました。 

前連結会計年度に区分掲記しておりました「未払金」

（当連結会計年度末の残高は304百万円）及び「未払費

用」（当連結会計年度末の残高は789百万円）は、負債及

び純資産の合計額の100分の５以下となったため、流動負

債の「その他」に含めて表示することにしました。 

前連結会計年度に「未払金」に含めて表示しておりまし

た外注費等に係る債務（前連結会計年度末の残高は143百

万円）は、当連結会計年度より「支払手形及び買掛金」

に含めて表示することにしました。なお、当連結会計年

度末の「支払手形及び買掛金」に含まれる当該債務は288

百万円であります。 

（連結貸借対照表） 

「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20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「未成工事支出金」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「商品」「未成工事支出金」は、そ

れぞれ1,077百万円、2,416百万円であります。 

前連結会計年度において、「ソフトウエア等」として掲

記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「ソフトウエア」「その他（無形固定資

産）」に区分掲記しております。前連結会計年度の「ソ

フトウエア」「その他（無形固定資産）」はそれぞれ727

百万円、10百万円であります。 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「仕入割

引」（当連結会計年度は0百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「たな卸資

産除却損」（当連結会計年度は3百万円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することにしました。 

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「たな卸資産評価損」は、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。な

お、前連結会計年度における「たな卸資産評価損」の金

額は19百万円であります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「広告宣伝費及び販売諸経

費」として掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへ

のＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「旅費及び交通費」「その他

（販売費及び一般管理費）」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度に含まれる「旅費及び交通費」

「その他（販売費及び一般管理費）」は、それぞれ353百

万円、235百万円であります。 

前連結会計年度において、「給与諸手当福利費」として

掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連

結会計年度より「役員報酬及び給料手当」「法定福利及

び厚生費」に区分掲記しております。なお、前連結会計

年度に含まれる「役員報酬及び給料手当」「法定福利及

び厚生費」は、それぞれ4,313百万円、629百万円であり

ます。 

前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「減価償却費」は、金額的

重要性が増したため区分掲記しております。なお、前連

結会計年度における「減価償却費」の金額は312百万円で

あります。 

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「為替差損」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前連結

会計年度における「為替差損」の金額は14百万円であり

ます。 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有価

証券評価損」（当連結会計年度は25百万円）は、特別損

失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「そ

の他」に含めて表示することにしました。 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証金

の回収による収入」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「そ

の他」に含まれている「敷金及び保証金の回収による収

入」は5百万円であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（関連会社株式）    78百万円

その他（関係会社出資金）   66百万円

投資有価証券（関連会社株式）      78百万円

その他（関係会社出資金）     32百万円

 ２ 係争事件 

当社は、「厚生労働省向けネットワーク機器販売

及び支援サービス並びに国保連合会システム」に

係る一連の取引において、当社の販売先である㈱

デジタルデザインより、平成19年２月７日付（訴

状受領日）で訴訟の提起を受けております。 

同社の訴えは、日本アイ・ビー・エム㈱を主たる

請求の相手方として売買契約に基づく売買代金の

支払いを求めるものですが、仕入先にあたる当社

に対しても、損害賠償（13億17百万円及び遅延損

害金。前連結会計年度末における請求金額12億58

百万円から㈱デジタルデザインによる増額請求に

より変更。）、売買代金相当額返還（11億89百万

円及び遅延損害金）又は不当利得返還（12億58百

万円及び遅延損害金、11億89百万円及び遅延損害

金）を予備的に求めるものであります。 

一方、当社はこれを受けて平成19年２月15日付で

同社に対し、当該取引に係る未回収の売買代金等

（11億4百万円及び遅延損害金。前連結会計年度末

における請求金額10億59百万円から増額請求によ

り変更。）の支払いを求める反訴を提起してお

り、いずれも現在係争中であります。 

又、上述の案件に関連して当社がニスコム㈱との

間で行った仕入取引に関し、ニスコム㈱より平成

20年１月９日付（訴状受領日）で当該仕入取引に

係る請負代金（42百万円及び遅延損害金）の支払

いを求める訴訟の提起を受けており、本件につき

ましても、上述の案件に併合され、係争中であり

ます。 

 ２        ────── 
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（連結損益計算書関係） 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）発行済株式総数の増加は、第三者割当による新株の発行によるものであります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１        ────── ※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、たな卸資産評価損33百万円が売上原

価に含まれております。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、270百万円で

あります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、97百万円で

あります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物        5百万円

工具、器具及び備品   24百万円

ソフトウエア等   9百万円

計 38百万円

工具、器具及び備品     7百万円

ソフトウエア    0百万円

計 7百万円

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 174,848 90,036 － 264,884 

合計 174,848 90,036 － 264,884 

自己株式        

普通株式 1,476 － － 1,476 

合計 1,476 － － 1,476 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 264,884 － － 264,884 

合計 264,884 － － 264,884 

自己株式        

普通株式 1,476 － － 1,476 

合計 1,476 － － 1,476 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 735百万円

現金及び現金同等物 735百万円

現金及び預金勘定 302百万円

現金及び現金同等物 302百万円

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却によりスターネット㈱が連結子会社で

なくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内

訳並びにスターネット㈱株式の売却価額と売却に

よる収入は次のとおりであります。 

流動資産 2,307百万円

固定資産 284百万円

流動負債 △1,100百万円

固定負債 △41百万円

負ののれん △2百万円

少数株主持分 △858百万円

未実現利益等 △1百万円

株式売却益 196百万円

スターネット㈱株式の売却価

額 

783百万円

スターネット㈱現金及び現金

同等物 

△534百万円

差引：売却による収入 249百万円

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却によりエス・アンド・アイ㈱が連結子

会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びにエス・アンド・アイ㈱株式の売却

価額と売却による収入は次のとおりであります。 

流動資産 3,279百万円

固定資産 468百万円

流動負債 △1,912百万円

固定負債 △924百万円

のれん 40百万円

少数株主持分 △166百万円

未実現利益等 0百万円

株式売却益 64百万円

エス・アンド・アイ㈱株式の

売却価額 

 849百万円

エス・アンド・アイ㈱現金及

び現金同等物 

404百万円

差引：売却による収入 444百万円

※３ 当連結会計年度に事業の譲渡及び資産の譲渡によ

り減少した資産の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

（注）負債は譲渡しておりません。 

流動資産 216百万円

固定資産 234百万円

資産譲渡益 2百万円

事業譲渡に伴う資産売却収入 453百万円

 ３ 当連結会計年度に合併した㈱ネットマークスサポ

ートアンドサービスより引き継いだ資産及び負債

の主な内訳は次のとおりであります。なお、㈱ネ

ットマークスサポートアンドサービスは当社の全

額出資の子会社であるため、本合併による新株式

の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは

ありません。 

流動資産 1,049百万円

固定資産 703百万円

流動負債 1,419百万円

 ４        ──────  ４ 重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

520百万円であります。  
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

 有形固定資産 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 

取得価額相

当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額 

（百万円） 

期末残高相

当額 

（百万円）

器具及び備品 2,475 1,013 1,461 

ソフトウエア等 22 1 20 

合計 2,497 1,014 1,482 

１年内    418百万円

１年超       1,102百万円

合 計      1,521百万円

  ネットワークシステムソリューション事業における保

守用の予備品(器具及び備品)であります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

「４．会計処理基準に関する事項 (２)重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう 

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

支払リース料    402百万円

減価償却費相当額    367百万円

支払利息相当額   43百万円

 

取得価額相

当額 

（百万円）

減価償却累

計額相当額 

（百万円） 

期末残高相

当額 

（百万円）

器具及び備品 2,260 1,290 970 

ソフトウエア等 22 5 16 

合計 2,283 1,296 986 

(5）利息相当額の算定方法 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内      345百万円

１年超           705百万円

合 計       1,050百万円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

１年内   10百万円

１年超  5百万円

合 計  16百万円

支払リース料       397百万円

減価償却費相当額       362百万円

支払利息相当額     41百万円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

  (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

  ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
  １年内     6百万円

１年超 － 

合 計    6百万円

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,203百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認

められた額について減損処理を行っております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券（非上場株式）について18百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認

められた額について減損処理を行っております。 

  種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 49 56 6 

小計 49 56 6 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 150 144 △6 

小計 150 144 △6 

合計 200 200 0 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

11 － － 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 95 

投資事業有限責任組合への出資 43 
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当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について0百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認

められた額について減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券（非上場株式）について25百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、当社の有価証券減損処理に関する基準に従って回復可能性等を考慮し、必要と認

められた額について減損処理を行っております。 

  種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 2 2 0 

小計 2 2 0 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 197 138 △59 

小計 197 138 △59 

合計 199 140 △59 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 18 

投資事業有限責任組合への出資 34 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引内容及び利用目的 

当社及び連結子会社の一部は、主として外貨建買

入債務の為替相場の変動によるリスクを回避する

ため、為替予約取引を行っております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為

替予約のうち、振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予定取引 

ヘッジ方針 

当社及び連結子会社の一部は、各社の外貨建取

引に関する規程に従って、取引限度額及び取引

権限を定め、将来購入する商品等の業務用資産

に係る外貨建債務の為替変動リスクをヘッジし

ております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とその外貨建輸

入取引の為替リスクをヘッジする為替予約（ヘ

ッジ手段）とは重要な条件が同一であり、ヘッ

ジに高い有効性があるため有効性の判断を省略

しております。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引内容及び利用目的 

当社は、主として外貨建買入債務の為替相場の変

動によるリスクを回避するため、為替予約取引を

行っております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為

替予約のうち、振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建予定取引 

ヘッジ方針 

当社は外貨建取引に関する規程に従って、取引

限度額及び取引権限を定め、将来購入する商品

等の業務用資産に係る外貨建債務の為替変動リ

スクをヘッジしております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建輸入取引（ヘッジ対象）とその外貨建輸

入取引の為替リスクをヘッジする為替予約（ヘ

ッジ手段）とは重要な条件が同一であり、ヘッ

ジに高い有効性があるため有効性の判断を省略

しております。 

(2）取引に対する取組方針 

各社のデリバティブ取引は実需に基づくものであ

り、将来の為替の変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

(2）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は実需に基づくものであ

り、将来の為替の変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

(3）取引に係るリスクの内容 

各社のデリバティブ取引は実需に基づくものであ

るため、将来の為替の変動による市場リスクはな

いと判断しております。 

又、取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機

関であるため、取引先の契約不履行による信用リ

スクもほとんどないと認識しております。 

(3）取引に係るリスクの内容 

当社のデリバティブ取引は実需に基づくものであ

るため、将来の為替の変動による市場リスクはな

いと判断しております。 

又、取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機

関であるため、取引先の契約不履行による信用リ

スクもほとんどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引については、経理部が決裁責任者の

承認を得て実行及び管理を行っております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引については、経理部が決裁責任者の

承認を得て実行及び管理を行っております。 

（連結子会社は、デリバティブ取引を行っており

ません。） 

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してお

ります。 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及

び確定給付企業年金法に基づく規約型企業年金制度

を設けており、連結子会社は退職一時金制度を設け

ております。又、当社はこの他に複数事業主制度に

よる総合設立型の厚生年金基金に加入しており、当

該複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成19年３月31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成19年３月分掛金拠出額） 

0.6％ 

  （単位：百万円）

年金資産の額 414,972

年金財政計算上の給付債務の額 358,004

差引額 56,968

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及

び確定給付企業年金法に基づく規約型企業年金制度

を設けております。又、当社はこの他に複数事業主

制度による総合設立型の厚生年金基金に加入してお

り、当該複数事業主制度に関する事項は次のとおり

であります。  

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） 

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成20年３月分掛金拠出額） 

0.5％ 

  （単位：百万円）

年金資産の額 392,848

年金財政計算上の給付債務の額 406,325

差引額 △13,476

２．退職給付債務及びその内訳 

（平成20年３月31日現在） 

２．退職給付債務及びその内訳 

（平成21年３月31日現在） 

  （単位：百万円）

(1）退職給付債務 △786

(2）年金資産 338

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △448

(4）未認識数理計算上の差異 100

(5）連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4) 
△347

(6）前払年金費用 35

(7）退職給付引当金 (5)－(6) △383

  （単位：百万円）

(1）退職給付債務 △688

(2）年金資産 262

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △426

(4）未認識数理計算上の差異 128

(5）連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4) 
△297

(6）前払年金費用 23

(7）退職給付引当金 (5)－(6) △320

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。 

   ────── 
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前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

３．退職給付費用の内訳 

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

３．退職給付費用の内訳 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  （単位：百万円）

(1）勤務費用 128

(2）利息費用 14

(3）期待運用収益 △8

(4）数理計算上の差異の費用処理額 20

(5）過去勤務債務の費用処理額 △6

(6）出向元への支払額 2

(7）出向先からの戻入額 △5

(8）臨時退職金 20

(9）退職給付費用（(1)～(8)の計） 166

  （単位：百万円）

(1）勤務費用 89

(2）利息費用 13

(3）期待運用収益 △6

(4）数理計算上の差異の費用処理額 21

(5）過去勤務債務の費用処理額 －

(6）出向元への支払額 4

(7）出向先からの戻入額 △6

(8）その他 106

(9）退職給付費用（(1)～(8)の計） 222

（注）１．複数事業主制度による総合型の厚生年金基金へ

の拠出額を含めておりません。なお、当連結会

計年度の拠出額は121百万円であります。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

（注）１．「(８)その他」は複数事業主制度による総合型

の厚生年金基金への拠出額であります。 

  

    ────── 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 

同左 

(2）割引率      2.0％ (2）割引率        2.0％ 

(3）期待運用収益率  2.0％ (3）期待運用収益率    2.0％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（３年）による定額法により費用処理

しております。 

 (4）         ────── 

(5）数理計算上の差異の処理年数 

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしております。 

(5）数理計算上の差異の処理年数 

         同左 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19

年５月15日）を適用しております。 

    ────── 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 21

賞与引当金 220

貸倒引当金 442

退職給付引当金 155

役員退職慰労引当金 5

事務所移転費用引当金 87

減価償却費 5

たな卸資産評価損 177

投資有価証券評価損 131

関係会社株式評価損 191

関係会社出資金評価損 25

会員権評価損 2

繰越欠損金 1,827

たな卸資産未実現利益 1

その他 6

繰延税金資産小計 3,302

評価性引当額 △3,157

繰延税金資産合計 145

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △14

その他 △1

繰延税金負債合計 △15

繰延税金資産の純額 130

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 13

賞与引当金 140

貸倒引当金 12

退職給付引当金 130

事務所移転費用引当金 20

減価償却費 0

たな卸資産評価損 145

投資有価証券評価損 59

会員権評価損 2

その他有価証券評価差額金 24

繰越欠損金 2,311

その他 2

繰延税金資産小計 2,862

評価性引当額 △2,862

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △7

前払年金費用 △9

繰延税金負債合計 △16

繰延税金負債の純額 △16

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

流動資産－繰延税金資産 90

固定資産－繰延税金資産 55

固定負債－繰延税金負債 15

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

7.7 

住民税均等割額 4.9 

評価性引当金 △44.4 

持分法等連結調整額 △5.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
3.7 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 

税金等調整前当期純損失のため、記載を省略してお

ります。 
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（企業結合等関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（事業分離） 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離

を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称 

㈱クーレボ、エフビットコミュニケーションズ㈱ 

(2) 分離した事業の内容 

当社のビデオ・オン・デマンド事業 

(3) 事業分離を行った主な理由  

当社の経営施策である注力領域への経営資源の集中

において、ビデオ・オン・デマンド事業が今後大き

い効果を期待できず、又、当社の事業の効率化・合

理化を一段と加速することが必要であると判断し、

本事業を譲渡することといたしました。 

(4) 事業分離日 

㈱クーレボ 

平成19年11月15日 

エフビットコミュニケーションズ㈱ 

平成19年11月27日 

(5) 法的形式を含む事業分離の概要 

事業譲渡 

２．実施した会計処理の概要 

受取対価と移転した事業に係る資産の移転直前の適

正な帳簿価額による純資産額との差額は、本事業に

係る資産の譲渡損益と併せて特別損益として計上し

ております。  

３．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている

分離した事業に係る損益の概算額 

売上高   137百万円 

営業損失  171百万円 

（子会社の吸収合併） 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成20年７月１日をもって、連結子会社㈱ネットマ

ークスサポートアンドサービスを簡易合併の手続きによ

り吸収合併いたしました。 

１．結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称  ㈱ネットマークス（当社） 

事業の内容  

ネットワークシステムの設計、構築、運用管理ア

ウトソーシングサービス並びに販売 

②被結合企業 

名称  ㈱ネットマークスサポートアンドサービス 

事業の内容  

ネットワークシステムの運用、保守並びにネット

ワークシステム機器の導入設置工事 

事業規模  

売上高  7,230百万円（平成20年３月期） 

資本金   150百万円（平成20年３月31日現在） 

純資産   327百万円（平成20年３月31日現在） 

総資産  1,714百万円（平成20年３月31日現在） 

③引き継いだ資産・負債の額 

流動資産  1,049百万円 

固定資産   703百万円 

流動負債  1,419百万円 

(2) 企業結合の法的形式、結合後企業の名称 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ネットマー

クスサポートアンドサービスは解散し、結合後企業の

名称は㈱ネットマークス（当社）であります。なお、

㈱ネットマークスサポートアンドサービスは当社の全

額出資の子会社であるため、本合併による新株式の発

行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありませ

ん。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

①合併の目的 

当社は、平成11年10月に同社を100％子会社化して以

来、同社を通じて当社販売のネットワークシステムの

運用、保守サポートサービスを顧客に提供してまいり

ましたが、当社が平成19年６月に日本ユニシスグルー

プの一員となったことにより、同グループ各社との連

携強化の一環として、当社の保守サポートサービス業

務を全面的に日本ユニシス㈱の100％子会社であるユニ

アデックス㈱へ統合することとし、㈱ネットマークス

サポートアンドサービスのサポート以外の技術要員を

当社に吸収することにより、経営資源の集中による効

率化を図るためであります。 

②合併の期日  平成20年７月１日    

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号  終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行っております。 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日）において、当連結グループは情報通信分野におけるネットワークシステムインテグレー

タとして、全て同一セグメントに属するネットワークシステムのコンサルティング、システム構築及びネットワ

ーク機器販売並びにそれに付随するサポートサービス及びアウトソーシング事業を営んでおり、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日）における海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載

を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．議決権等の被所有割合の間接所有については、日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱が所有して

おります。 

２．資金の借入金額については、期中平均残高を記載しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①借入利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しております。 

②第三者割当増資の１株当たりの発行価額については、本増資に係る取締役会決議の直前日である平成20年１

月30日の㈱東京証券取引所における当社普通株式の終値（16,660円）としております。 

(2）兄弟会社等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

ネットワーク工事委託については、見積の提示を受け、その都度交渉の上、一般取引条件と同様に決定して

おります。 

３．住友電気工業㈱が当社株式を売却したことにより、平成19年６月７日付で親会社ではなくなったため、住友

電設㈱は関連当事者ではなくなっております。このため、取引金額については関連当事者であった期間の金

額を、期末残高については関連当事者でなくなった時点の残高を記載しております。なお、資本金及び議決

権等の被所有割合については当連結会計年度末時点のものを記載しております。 

(3）子会社等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、その都度交渉の上、一般取引条件と同様に決定してお

ります。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 

（百万円）役員の
兼任等 

事業上の関係 

親会社 
日本ユニ

シス㈱ 

東京都 

江東区 
5,483 

システム

関連サー

ビス及び

ハードウ

エア、ソ

フトウエ

アの販売 

被所有 

直接 

78.2 

間接 

0.2 

６名 

ネットワーク

関連製品の販

売仕入とサポ

ートサービス

等 

資金の借入 5,887 
関係会社 

短期借入金 
2,667 

利息の支払 64 － － 

第三者割当

増資による

新株の発行 

1,499 － － 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 

（百万円）役員の
兼任等 

事業上の関係 

親会社

の子会

社 

住友電

設㈱ 

大阪市 

西区 
6,440 

電気・電

力・情報

通信設備

等の工事 

－ － 

ネットワーク

工事委託と当

社商品の販売 

ネットワー

ク工事委託 
84 買掛金 362 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有割
合 

(％) 

関係内容 
取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
（百万円） 役員の

兼任等 
事業上の関係 

関連会社 

日本テレ
コムネッ
トワーク
システム
ズ㈱ 

東京都 

港区 
300 

ネットワ

ークシス

テムの設

計・施工 

所有 

直接 

34.0 

２名 

当社商品の販

売とシステム

構築の受託 

商品販売

及びシス

テム構築 

受託 

2,031 売掛金 558 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用してお

ります。 
  

１.関連当事者との取引  

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．議決権等の被所有割合の間接所有については、日本ユニシス㈱の子会社であるユニアデックス㈱が所有して

おります。 

２．資金の借入金額については、期中平均残高を記載しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

借入利率については、市場金利を勘案して交渉の上、決定しております。 

４．リース料については必要に応じて個別に条件等を交渉により決定しております。 

(イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社提出会社のその他の関係会社 

  の子会社等 

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(イ）ユニアデックス㈱への保守外注等については積算コストに一定の付加価値を加算することによって価格

算定をしており、詳細は交渉により決定しております。 

(ロ）ユニアデックス㈱への有価証券の売却は当社子会社株式であり、子会社株式売却価格については子会社

の簿価純資産及び独立した第三者による株価評価書を勘案して決定しております。 

２.親会社又は重要な関連会社に関する情報 

(1）親会社情報 

日本ユニシス㈱（東京証券取引所に上場）  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容又
は職業 

議決権等
の所有
(被所
有）割合 

(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万
円） 

親会社び

主要株主 

日本ユニ

シス㈱ 

東京都 

江東区 
5,483 

システム関連

サービス及び

ハードウエ

ア、ソフトウ

エアの販売 

被所有 

直接 

78.2 

間接 

0.2 

・ネットワー 

 ク関連製品 

 販売仕入 

・サポートサ 

 ービス等 

・役員の兼任 

資金の借入 1,168 
関係会社短

期借入金  
1,536 

利息の支払 20 － － 

固定資産 

の売却  
430 リース債務 83 

リース資産 

の購入  
517 

長期リース

債務  
414 

支払利息相 

当額  
13 － － 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容又
は職業 

議決権等
の所有
(被所
有）割合 

(％) 

関連当事者 
との関係  

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円）

同一の親

会社をも

つ会社 

ユニアデ

ックス㈱ 

東京都 

江東区 
750 

ネットワーク

の構築・設

計・ハードウ

エア・ソフト

ウエアのサポ

ートサービス 

被所有 

直接 

0.2 

・当社販売の 

 ネットワー 

 ク機器・シ 

 ステムの保 

 守サポート

業務委託 

・役員の兼任

保守外注等 5,634 

買掛金 297 

立替金  169 

未収金  64 

有価証券の

売却 
      

売却代金 849 － － 

売却益 64 － － 
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（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 3,276.13円 

１株当たり当期純損失金額 6,288.36円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失が計上されているため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 4,138.59円 

１株当たり当期純利益金額 1,209.22円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円） 1,029 1,090 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 166 － 

（うち少数株主持分） (166) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 862 1,090 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
263,408 263,408 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △1,177 318 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
△1,177 318 

期中平均株式数（株） 187,224 263,408 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21に基づく新株予約権４種類

（新株予約権の数651個、1,524

株）。 

旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21に基づく新株予約権４種類

（新株予約権の数639個、1,428

株）。 

㈱ネットマークス　（3713）　平成21年3月期　決算短信

-42-



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（子会社株式の売却） 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、連

結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株式を売却すること

を決議し、平成20年５月１日をもって売却いたしまし

た。 

(1) 株式売却の理由 

当社は、顧客基盤の拡大とＩＰテレフォニー事業や

保守事業でのシナジー、又、上位ソリューション事

業への参入を目的として、エス・アンド・アイ㈱の

株式を平成15年10月に取得し子会社化しましたが、

今般、事業効率化の一環として、当社が保有する同

社株式の全てを売却することといたしました。 

(2) 売却先       ユニアデックス㈱ 

(3) 売却時期      平成20年５月１日 

(4) 当該子会社の事業内容及び当社との取引内容 

①事業内容 

ネットワークシステムの設計、構築及び保守・運用 

②取引内容 

Ｗｅｂ関連、システム及びネットワークシステムの

コンサルティング、開発、設計、構築サービス及び

関連製品の販売と仕入 

(5) 売却の概要 

売却価額      849百万円 

売却する株式の数   7,200株 

売却益        64百万円 

売却後の持分比率     －％ 

────── 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（子会社の吸収合併） 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、平

成20年７月１日をもって、連結子会社㈱ネットマークス

サポートアンドサービスを簡易合併の手続きにより吸収

合併することを決議いたしました。 

１．結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称  ㈱ネットマークス（当社） 

事業の内容  

ネットワークシステムの設計、構築、運用管理ア

ウトソーシングサービス並びに販売 

②被結合企業 

名称  ㈱ネットマークスサポートアンドサービス 

事業の内容  

ネットワークシステムの運用、保守並びにネット

ワークシステム機器の導入設置工事 

事業規模  

売上高  8,766百万円（平成19年３月期） 

資本金   150百万円（平成19年３月31日現在） 

純資産   303百万円（平成19年３月31日現在） 

総資産  3,688百万円（平成19年３月31日現在） 

(2) 企業結合の法的形式、結合後企業の名称 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ネットマ

ークスサポートアンドサービスは解散し、結合後企

業の名称は㈱ネットマークス（当社）となります。

なお、㈱ネットマークスサポートアンドサービスは

当社の全額出資の子会社であるため、本合併による

新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払

いはありません。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

①合併の目的 

当社は、平成11年10月に同社を100％子会社化して以

来、同社を通じて当社販売のネットワークシステム

の運用、保守サポートサービスを顧客に提供してま

いりましたが、当社が平成19年６月に日本ユニシス

グループの一員となったことにより、同グループ各

社との連携強化の一環として、当社の保守サポート

サービス業務を全面的に日本ユニシス㈱の100％子会

社であるユニアデックス㈱へ統合することとし、㈱

ネットマークスサポートアンドサービスのサポート

以外の技術要員を当社に吸収することにより、経営

資源の集中による効率化を図るためであります。 

②合併の期日  平成20年７月１日    

２．実施する会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号  終改正平成18年12月22日）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行います。 

────── 
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（開示の省略） 

ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 298 302

受取手形 291 64

売掛金 ※1  7,315 7,317

商品 1,061 687

未成工事支出金 2,065 1,076

前払費用 ※1  1,130 392

未収入金 ※1  331 73

その他 55 197

貸倒引当金 △10 △20

流動資産合計 12,538 10,090

固定資産   

有形固定資産   

建物 302 143

減価償却累計額 △143 △59

建物（純額） 159 83

工具、器具及び備品 2,394 3,161

減価償却累計額 △1,678 △2,152

工具、器具及び備品（純額） 715 1,009

リース資産 － 520

減価償却累計額 － △52

リース資産（純額） － 467

有形固定資産合計 874 1,560

無形固定資産   

商標権 2 1

ソフトウエア 374 609

電話加入権 4 6

無形固定資産合計 381 616

投資その他の資産   

投資有価証券 288 194

関係会社株式 1,206 78

関係会社出資金 66 55

破産更生債権等 25 25

長期未収入金 1,059 －

長期前払費用 5 3

敷金 267 76

その他 47 35

貸倒引当金 △1,085 △25

投資その他の資産合計 1,880 442
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 3,136 2,619

資産合計 15,675 12,709

負債の部   

流動負債   

支払手形 5 1

買掛金 ※1  4,396 2,735

関係会社短期借入金 2,667 1,536

1年内返済予定の長期借入金 500 2,500

リース債務 － ※1  84

未払金 201 233

未払費用 542 448

未払法人税等 41 31

未払消費税等 239 115

繰延税金負債 － 7

前受金 87 36

前受収益 1,246 1,231

役員賞与引当金 － 19

事務所移転費用引当金 214 50

その他 107 67

流動負債合計 10,251 9,100

固定負債   

長期借入金 4,250 1,750

リース債務 － ※1  416

繰延税金負債 15 9

退職給付引当金 272 320

固定負債合計 4,538 2,496

負債合計 14,790 11,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,720 3,720

資本剰余金   

資本準備金 2,830 2,830

資本剰余金合計 2,830 2,830

利益剰余金   

利益準備金 19 19

その他利益剰余金   

別途積立金 1,600 1,600

繰越利益剰余金 △6,919 △6,640

利益剰余金合計 △5,299 △5,020

自己株式 △368 △368
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

株主資本合計 882 1,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △59

繰延ヘッジ損益 － 10

評価・換算差額等合計 1 △48

純資産合計 884 1,113

負債純資産合計 15,675 12,709
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

システム売上高 24,565 20,761

システムサポート売上高 9,705 9,681

売上高合計 34,271 30,443

売上原価   

期首商品たな卸高 2,344 1,061

期首未成工事支出金 2,087 2,065

当期商品仕入高 ※5  15,221 11,336

当期外注費 ※5  8,405 8,780

当期経費 ※5  1,607 1,154

合併による未成工事支出金受入高 － 22

他勘定受入高 ※1  1,201 ※1  1,529

合計 30,868 25,950

他勘定振替高 ※2  262 ※2  804

事業譲渡による減少高 96 －

期末商品たな卸高 1,061 687

期末未成工事支出金 2,065 1,076

売上原価合計 ※3  27,382 ※3  23,382

売上総利益 6,888 7,061

販売費及び一般管理費   

役員報酬 69 161

役員賞与引当金繰入額 － 19

給与諸手当福利費 3,292 3,446

退職給付費用 50 162

運送費 83 83

広告宣伝費 41 40

販売諸経費 17 19

減価償却費 201 252

賃借料 535 554

旅費及び交通費 279 294

通信費 96 121

光熱費及び消耗品費 95 136

交際費 34 43

業務委託費 985 900

研究開発費 ※4  270 ※4  97

貸倒引当金繰入額 37 9

その他 279 324

販売費及び一般管理費合計 ※5  6,370 6,668

営業利益 518 392
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 － 0

受取配当金 ※5  35 ※5  4

投資事業組合運用益 11 10

その他 9 5

営業外収益合計 56 20

営業外費用   

支払利息 ※5  141 ※5  86

たな卸資産評価損 153 －

為替差損 － 54

その他 55 24

営業外費用合計 350 165

経常利益 223 246

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 5

子会社株式売却益 348 49

退職給付引当金戻入額 44 －

役員退職慰労引当金戻入額 94 －

事務所移転費用引当金戻入額 － 13

受取和解金 － 423

その他 2 0

特別利益合計 489 491

特別損失   

固定資産除却損 ※6  9 ※6  7

投資有価証券評価損 1,222 25

関係会社株式評価損 471 －

関係会社出資金評価損 63 11

たな卸資産評価損 － 125

事務所移転費用引当金繰入額 214 50

事務所移転費用 － 227

過年度退職給付費用 67 －

その他 41 －

特別損失合計 2,089 447

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,375 290

法人税、住民税及び事業税 22 16

法人税等調整額 6 △5

法人税等合計 29 11

当期純利益又は当期純損失（△） △1,405 279

㈱ネットマークス　（3713）　平成21年3月期　決算短信

-50-



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,970 3,720

当期変動額   

新株の発行 749 －

当期変動額合計 749 －

当期末残高 3,720 3,720

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,080 2,830

当期変動額   

新株の発行 749 －

当期変動額合計 749 －

当期末残高 2,830 2,830

資本剰余金合計   

前期末残高 2,080 2,830

当期変動額   

新株の発行 749 －

当期変動額合計 749 －

当期末残高 2,830 2,830

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 19 19

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19 19

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 1,600 1,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,600 1,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,517 △6,919
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 2 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,405 279

当期変動額合計 △1,402 279

当期末残高 △6,919 △6,640

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,894 △5,299

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,405 279

当期変動額合計 △1,405 279

当期末残高 △5,299 △5,020

自己株式   

前期末残高 △368 △368

当期変動額   

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △368 △368

株主資本合計   

前期末残高 788 882

当期変動額   

新株の発行 1,499 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,405 279

当期変動額合計 94 279

当期末残高 882 1,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △629 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 631 △61

当期変動額合計 631 △61

当期末残高 1 △59

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 10

当期変動額合計 6 10

当期末残高 － 10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △636 1
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 637 △50

当期変動額合計 637 △50

当期末残高 1 △48

純資産合計   

前期末残高 151 884

当期変動額   

新株の発行 1,499 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,405 279

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 637 △50

当期変動額合計 732 228

当期末残高 884 1,113
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

主なものは次のとおりであります。 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

主なものは次のとおりであります。 

売掛金    659百万円

前払費用        901百万円

未収入金    186百万円

買掛金    524百万円

リース債務（流動負債）      83百万円

リース債務（固定負債）      414百万円

 ２ 係争事件 

当社は、「厚生労働省向けネットワーク機器販売

及び支援サービス並びに国保連合会システム」に

係る一連の取引において、当社の販売先である㈱

デジタルデザインより、平成19年２月７日付（訴

状受領日）で訴訟の提起を受けております。 

同社の訴えは、日本アイ・ビー・エム㈱を主たる

請求の相手方として売買契約に基づく売買代金の

支払いを求めるものですが、仕入先にあたる当社

に対しても、損害賠償（13億17百万円及び遅延損

害金。前事業年度末における請求金額12億58百万

円から㈱デジタルデザインによる増額請求により

変更。）、売買代金相当額返還（11億89百万円及

び遅延損害金）又は不当利得返還（12億58百万円

及び遅延損害金、11億89百万円及び遅延損害金）

を予備的に求めるものであります。 

一方、当社はこれを受けて平成19年２月15日付で

同社に対し、当該取引に係る未回収の売買代金等

（11億4百万円及び遅延損害金。前事業年度末にお

ける請求金額10億59百万円から増額請求により変

更。）の支払いを求める反訴を提起しており、い

ずれも現在係争中であります。 

又、上述の案件に関連して当社がニスコム㈱との

間で行った仕入取引に関し、ニスコム㈱より平成

20年１月９日付（訴状受領日）で当該仕入取引に

係る請負代金（42百万円及び遅延損害金）の支払

いを求める訴訟の提起を受けており、本件につき

ましても、上述の案件に併合され、係争中であり

ます。 

 ２        ────── 
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（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

  前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 1,201百万円 販売費及び一般管理費 1,529百万円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

器具及び備品    87百万円

販売費及び一般管理費   19百万円

営業外費用  

 たな卸資産評価損 153百万円

 その他   1百万円

計 262百万円

器具及び備品      769百万円

販売費及び一般管理費     31百万円

営業外費用  

 たな卸資産評価損 － 

 その他    3百万円

計 804百万円

※３        ────── ※３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、たな卸資産評価損33百万円が売上原

価に含まれております。 

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、270百万円で

あります。 

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、97百万円で

あります。 

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

当期商品仕入高 226百万円

当期外注費       7,093百万円

当期経費 18百万円

販売費及び一般管理費 90百万円

受取配当金 33百万円

支払利息 69百万円

受取配当金   2百万円

支払利息   34百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物  5百万円

器具及び備品  3百万円

ソフトウエア  0百万円

計 9百万円

建物 － 

器具及び備品   7百万円

ソフトウエア   0百万円

計 7百万円

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 1,476 － － 1,476 

合計 1,476 － － 1,476 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 1,476 － － 1,476 

合計 1,476 － － 1,476 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税 9

未払事業所税 5

賞与引当金 148

貸倒引当金 440

事務所移転費用引当金  87

退職給付引当金 111

たな卸資産評価損 177

投資有価証券評価損 131

関係会社株式評価損 191

関係会社出資金評価損 25

繰越欠損金 1,799

その他 4

繰延税金資産小計 3,135

評価性引当額 △3,135

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △14

その他 △1

繰延税金負債合計 △15

繰延税金負債の純額 △15

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税及び事業所税 13

賞与引当金 140

貸倒引当金 12

退職給付引当金 130

事務所移転費用引当金 20

減価償却費 0

たな卸資産評価損 145

投資有価証券評価損 59

関係会社出資金評価損 30

会員権評価損 2

その他有価証券評価差額金 24

繰越欠損金 2,311

その他 2

繰延税金資産小計 2,892

評価性引当額 △2,892

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

繰延ヘッジ損益 △7

前払年金費用 △9

繰延税金負債合計 △16

繰延税金負債の純額 △16

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失のため、記載を省略しておりま

す。 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

8.8 

住民税均等割額 5.6 

評価性引当金 △51.4 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
3.8 
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６．その他 

(1）役員の異動 

役員及び執行役員の異動につきましては、平成21年２月24日付「役員の異動に関するお知らせ」にて発表しており

ます。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

①仕入実績 

 （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額には外注費等が含まれております。 

②受注状況 

（注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

ネットワークシステムソリューション

事業（百万円） 
21,221 70.4 

合計（百万円） 21,221 70.4 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％）

ネットワークシステムソリューション

事業 
27,748 72.5 6,687 58.2 

 
ネットワークインテグレーション

サービス 
17,626 65.1 2,309 33.2 

  サポートサービス 10,121 90.1 4,377 96.8 

合計 27,748 72.5 6,687 58.2 
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③販売実績 

 （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

２．主要な相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載しておりません。 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における業種別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

ネットワークシステムソリューション

事業（百万円） 
30,446 70.3 

 
ネットワークインテグレーション

サービス（百万円） 
20,759 65.1 

  サポートサービス（百万円） 9,686 85.0 

合計（百万円） 30,446 70.3 

業種 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高（百万円） 割合（％） 売上高（百万円） 割合（％） 

製造業 5,060 11.7 4,670 15.3 

電力 365 0.9 1,115 3.7 

システムインテグレータ 10,881 25.1 4,482 14.7 

通信 4,421 10.2 2,643 8.7 

自動車 4,084 9.4 4,650 15.3 

官公庁 3,739 8.6 1,671 5.5 

金融 5,630 13.0 5,469 17.9 

流通・サービス 2,826 6.5 1,755 5.8 

私立学校 3,016 7.0 3,135 10.3 

その他 3,274 7.6 851 2.8 

合計 43,301 100.0 30,446 100.0 
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