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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 28,064 8.6 1,052 19.3 1,055 9.9 590 △8.6
21年3月期第1四半期 25,837 ― 882 ― 961 ― 645 ―

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

22年3月期第1四半期 1,316.39 ―
21年3月期第1四半期 1,295.30 ―

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

22年3月期第1四半期 78,686 53,568 67.1 117,700.49
21年3月期 81,833 54,409 65.3 119,053.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  52,793百万円 21年3月期  53,400百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（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

21年3月期 ― 850.00 ― 2,350.00 3,200.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） 1,600.00 ― 1,600.00 3,200.00

3.  平成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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 66,000 5.8 3,400 △5.2 3,450 △8.7 2,000 △11.4 4,458.86

通期 139,000 6.0 8,100 △8.8 8,200 △9.3 4,700 △4.0 10,478.32

ｰ1－



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）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる
可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 551,900株 21年3月期  551,900株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 103,355株 21年3月期  103,355株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 448,545株 21年3月期第1四半期 498,545株

ｰ2－



 当第１四半期連結累計期間において、一般民間企業（ＥＰ系）マーケットでは、現在の経済状況の影響を受け

て製造業を中心に積極的な設備投資には未だ慎重な姿勢が続いているものの、非製造業及び金融業の一部には回

復の兆しが見え始めています。しかしながら、全般的に案件規模が小型化した結果、受注高及び売上高はともに

微減となりました。 

 通信事業者・インターネットサービスプロバイダー（ＳＰ系）マーケットでは、通信事業者向けの設備投資が

引き続き堅調であったため、受注高及び売上高はともに増加しました。 

 地域・公共（ＡＰ系）マーケットでは、受注高はほぼ横ばいとなり、売上高は主に公共向けが好調であったた

め、大幅に増加しました。 

 パートナー事業マーケット（当社100％子会社のネットワンパートナーズ株式会社（ＮＯＰ）主幹事業）で

は、受注高はほぼ横ばいとなり、売上高は減少しました。 

  

 この様な状況下、当第１四半期連結累計期間における受注高は、312億79百万円となり５億96百万円（前年同

四半期比1.9％増）の増加となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が57億44百万円（前年同四半期比2.5％

減）、ＳＰ系が164億45百万円（前年同四半期比5.5％増）、ＡＰ系が73億17百万円（前年同四半期比1.1％

減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は17億72百万円（前年同四半期比2.0％減）となりました。なお、ネットワー

ク機器等及びサービス事業別の受注高は、ネットワーク機器等が201億62百万円（前年同四半期比7.0％減）、サ

ービス事業は111億17百万円（前年同四半期比23.6％増）となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間における売上高は、280億64百万円となり22億26百万円（前年同四半期比8.6％増）

の増加となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が59億９百万円（前年同四半期比4.5％減）、ＳＰ系が145億

82百万円（前年同四半期比6.6％増）、ＡＰ系が61億17百万円（前年同四半期比40.1％増）、パートナー事業

（ＮＯＰ）は14億54百万円（前年同四半期比9.0％減）となりました。なお、ネットワーク機器等及びサービス

事業別の売上高は、ネットワーク機器等が180億２百万円（前年同四半期比4.9％増）、サービス事業は100億61

百万円（前年同四半期比15.9％増）となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間における受注残高は、424億11百万円となり19億28百万円（前年同四半期比4.3％

減）の減少となっています。マーケット別内訳は、ＥＰ系が87億15百万円（前年同四半期比14.5％減）、ＳＰ系

が155億６百万円（前年同四半期比11.8％増）、ＡＰ系が163億67百万円（前年同四半期比12.3％減）及びパート

ナー事業（ＮＯＰ）は18億21百万円（前年同四半期比12.7％増）となっています。 

  

 当第１四半期連結累計期間における損益の状況は、前述のとおり売上高が280億64百万円（前年同四半期比

8.6％増、22億26百万円増）に対し、売上原価が210億61百万円（前年同四半期比8.6％増、16億66百万円増）と

なった結果、売上総利益は70億２百万円（前年同四半期比8.7％増、５億59百万円増）となりました。また、販

売費及び一般管理費が59億49百万円（前年同四半期比7.0％増、３億88百万円増）となった結果、営業利益は10

億52百万円（前年同四半期比19.3％増、１億70百万円増）、経常利益は10億55百万円（前年同四半期比9.9％

増、94百万円増）、四半期純利益は５億90百万円（前年同四半期比8.6％減、55百万円減）となりました。   

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 
  

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、786億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億46百万円の

減少（3.8％減）となりました。 

 個別に見ますと、流動資産は669億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて34億82百万円の減少（4.9％

減）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が66億58百万円減少し、一方で、現金及び預金と有価証

券が合計で34億35百万円増加したことによるものです。また、固定資産は116億96百万円となり、前連結会計年

度末に比べて３億35百万円の増加（3.0％増）となりました。 

（負債）  

 負債は251億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて23億５百万円の減少（8.4％減）となりました。こ

れは主に、未払法人税等が33億27百万円減少したことによるものです。  

（純資産）  

 純資産は535億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億41百万円の減少（1.5％減）となりました。

これは主に、四半期純利益の計上と剰余金の処分により利益剰余金が合計で４億63百万円減少し、また、連結

子会社の株式の追加取得と少数株主利益の計上により少数株主持分が合計で２億34百万円減少したことによる

ものです。  

②キャッシュ・フローの状況 
  

 当第１四半期連結累計期間においては、売上債権の回収による収入や法人税等の支払い等により営業活動によ

るキャッシュ・フローは54億15百万円の収入となりました。 

 一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、営業用固定資産等の取得や社内システムの構築等によ

り９億34百万円の支出となり、また、財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払い等により

10億44百万円の支出となり、差引で現金及び現金同等物は34億35百万円増加しました。その結果、現金及び現金

同等物の四半期末残高は261億34百万円となりました。 

なお、前年同四半期連結累計期間との比較は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による収入は54億15百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ18億44百万円の収入増となり

ました。これは主に、たな卸資産の減少により72億18百万円収入が増加し、一方で、売上債権の回収額の減少

により12億78百万円収入が減少し、さらに、仕入債務の支払額の増加により10億３百万円、法人税等の支払い

により22億４百万円、それぞれ支出が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） 

 投資活動による支出は９億34百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ２億５百万円の支出増となり

ました。これは主に、関係会社株式の取得による支出が１億24百万円発生し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） 

 財務活動による支出は10億44百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ４億89百万円の支出増となり

ました。これは主に、配当金の支払額が３億94百万円増加したことによるものです。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 業績予想につきましては、平成21年３月期決算短信（平成21年５月11日開示）により公表いたしました業績予

想に変更はありません。   

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,135 12,700

受取手形及び売掛金 25,750 32,408

有価証券 16,998 9,998

商品 7,635 7,087

未着商品 572 552

未成工事支出金 1,693 3,248

貯蔵品 5 5

繰延税金資産 969 1,337

その他 4,249 3,178

貸倒引当金 △19 △44

流動資産合計 66,990 70,472

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 5,122 5,002

その他 614 547

有形固定資産合計 5,736 5,550

無形固定資産   

のれん － 2

その他 1,376 1,448

無形固定資産合計 1,376 1,451

投資その他の資産   

投資有価証券 821 754

繰延税金資産 2,187 2,199

その他 1,610 1,520

貸倒引当金 △35 △115

投資その他の資産合計 4,583 4,358

固定資産合計 11,696 11,361

資産合計 78,686 81,833
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,346 14,077

リース債務 449 343

未払金 1,700 1,400

未払法人税等 99 3,427

前受金 7,024 4,552

賞与引当金 977 1,049

役員賞与引当金 － 135

関係会社整理損失引当金 27 27

その他 967 2,042

流動負債合計 24,592 27,056

固定負債   

リース債務 503 356

長期未払金 4 4

負ののれん 12 －

その他 6 6

固定負債合計 525 367

負債合計 25,118 27,423

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279

資本剰余金 19,453 19,453

利益剰余金 37,257 37,720

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 52,822 53,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17 △12

繰延ヘッジ損益 △11 126

評価・換算差額等合計 △28 114

少数株主持分 774 1,009

純資産合計 53,568 54,409

負債純資産合計 78,686 81,833
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 25,837 28,064

売上原価 19,395 21,061

売上総利益 6,442 7,002

販売費及び一般管理費 5,560 5,949

営業利益 882 1,052

営業外収益   

受取利息 37 19

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 19 －

関係会社業務受託収入 － 0

為替差益 － 5

出資金運用益 16 －

その他 11 10

営業外収益合計 86 35

営業外費用   

支払利息 1 9

持分法による投資損失 － 22

為替差損 5 －

出資金運用損 － 0

その他 0 0

営業外費用合計 7 32

経常利益 961 1,055

特別利益   

投資有価証券売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 0 104

特別利益合計 150 104

特別損失   

固定資産除却損 5 13

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 5 14

税金等調整前四半期純利益 1,106 1,145

法人税、住民税及び事業税 53 24

法人税等調整額 378 478

法人税等合計 431 503

少数株主利益 29 51

四半期純利益 645 590
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,106 1,145

減価償却費 669 727

のれん償却額 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △110 △72

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △104

受取利息及び受取配当金 △38 △19

持分法による投資損益（△は益） △19 22

支払利息 1 9

投資有価証券売却損益（△は益） △150 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

売上債権の増減額（△は増加） 10,488 9,210

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,231 987

未収消費税等の増減額（△は増加） △135 △6

その他の流動資産の増減額（△は増加） △803 △1,119

仕入債務の増減額（△は減少） 273 △730

未払消費税等の増減額（△は減少） △22 △449

その他の流動負債の増減額（△は減少） △273 △711

その他 △96 △61

小計 4,612 8,694

利息及び配当金の受取額 39 15

利息の支払額 △1 △9

法人税等の支払額 △1,090 △3,295

その他 11 9

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,570 5,415

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 △459 △473

無形固定資産の取得による支出 △297 △67

投資有価証券の取得による支出 － △99

投資有価証券の売却による収入 158 0

関係会社株式の取得による支出 － △124

子会社設立による支出 △50 －

貸付けによる支出 △2 △3

貸付金の回収による収入 2 4

出資金の払込による支出 － △0

その他 △81 △170

投資活動によるキャッシュ・フロー △729 △934

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △26 △121

配当金の支払額 △527 △922

財務活動によるキャッシュ・フロー △554 △1,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,286 3,435

現金及び現金同等物の期首残高 25,550 22,698

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,836 26,134
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

  

販売費及び一般管理費（連結）のうち主要な費目及び金額 

  

  

  

（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．その他の情報

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

給与手当 2,185百万円

賞与引当金繰入額 520  

賃借料 517  

減価償却費 321  

のれん償却額 0  

給与手当 2,134百万円

賞与引当金繰入額 846  

賃借料 558  

減価償却費 332  

のれん償却額 0  
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