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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 58,872 △5.6 2,727 △23.9 2,780 △26.5 1,453 △35.6
21年3月期第2四半期 62,358 ― 3,585 ― 3,780 ― 2,256 ―

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2四半期 3,241.09 ―
21年3月期第2四半期 4,525.38 ―

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2四半期 79,960 53,493 66.9 119,260.10
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2四半期  53,493百万円 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  
また、当社は、目標とする配当性向水準として連結配当性向30％以上を公表しております。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 850.00 ― 2,350.00 3,200.00
22年3月期 ― 1,600.00
22年3月期 

（予想） ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 128,000 △2.4 6,700 △24.6 6,800 △24.8 3,700 △24.5 8,248.89
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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）  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、6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2四半期 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2四半期 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2四半期 448,545株 21年3月期第2四半期 498,545株
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【参考】 平成22年3月期第2四半期（3ヶ月）の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 
（百万円未満切捨て） 

連結経営成績（3 ヶ月） （％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2四半期  30,808  △15.6  1,674  △38.1  1,724  △38.8  863 △46.4
21年3月期第2四半期  36,520 ―  2,703 ―  2,819 ―  1,610 ― 

 

 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2四半期  1,924.70  
21年3月期第2四半期  3,230.08  
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[当第２四半期連結累計期間（平成21年４月～９月）]  

 当第２四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、一部の企業に復調の兆しは見

えているものの、全般的には積極的な設備投資に未だ慎重な姿勢が続いており、受注高及び売上高はともに減少

しました。 

 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、第２四半期に入り次世代通信

網の設備投資が当初予想より若干遅れ気味に推移しました。 

 地域・公共関連（ＡＰ系）マーケットでは、価格競争の激化に伴い失注を余儀なくされる案件が散見され、受

注高及び売上高はともに微減しました。 

 パートナー事業（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、新規パー

トナー開拓の遅れもあり受注高は微増したものの売上高は減少しました。  

  

 この様な状況下、当第２四半期連結累計期間における受注高は、615億95百万円となり29億95百万円（前年同

四半期比4.6％減）の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が107億22百万円（前年同四半期比8.7％

減）、ＳＰ系が314億１百万円（前年同四半期比5.3％減）、ＡＰ系が155億24百万円（前年同四半期比2.1％

減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は39億47百万円（前年同四半期比2.8％増）となりました。 

 なお、商品群別の受注高は、上記のようなマーケット状況を反映して、ネットワーク商品群が369億80百万円

（前年同四半期比15.1％減）となりましたが、当社が戦略的ビジネスとして位置付けているプラットフォーム商

品群では51億84百万円（前年同四半期比61.4％増）、サービス商品群は194億30百万円（前年同四半期比9.0％

増）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における売上高は、588億72百万円となり34億85百万円（前年同四半期比5.6％減）

の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が114億67百万円（前年同四半期比6.9％減）、ＳＰ系が311

億74百万円（前年同四半期比5.7％減）、ＡＰ系が130億63百万円（前年同四半期比3.1％減）、パートナー事業

（ＮＯＰ）は31億67百万円（前年同四半期比9.6％減）となりました。 

 なお、商品群別の売上高は、ネットワーク商品群が345億１百万円（前年同四半期比16.3％減）、プラットフ

ォーム商品群が41億48百万円（前年同四半期比93.8％増）、サービス商品群は202億22百万円（前年同四半期比

6.4％増）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における受注残高は、419億19百万円となり１億92百万円（前年同四半期比0.5％

増）の増加となっています。マーケット別内訳は、ＥＰ系が81億35百万円（前年同四半期比17.8％減）、ＳＰ系

が138億70百万円（前年同四半期比14.9％増）、ＡＰ系が176億29百万円（前年同四半期比2.2％減）、パートナ

ー事業（ＮＯＰ）は22億83百万円（前年同四半期比31.2％増）となりました。 

  

 当第２四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588億72百万円（前年同四半期比

5.6％減、34億85百万円減）に対し、売上原価が438億73百万円（前年同四半期比7.2％減、33億93百万円減）と

なった結果、売上総利益は149億98百万円（前年同四半期比0.6％減、92百万円減）となりました。また、販売費

及び一般管理費が122億71百万円（前年同四半期比6.7％増、７億65百万円増）となった結果、営業利益は27億27

百万円（前年同四半期比23.9％減、８億58百万円減）、経常利益は27億80百万円（前年同四半期比26.5％減、10

億円減）、四半期純利益は14億53百万円（前年同四半期比35.6％減、８億２百万円減）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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[当第２四半期連結会計期間（平成21年７月～９月）]  

 当第２四半期連結会計期間における受注高は、303億16百万円となり35億91百万円（前年同四半期比10.6％

減）の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が49億77百万円（前年同四半期比14.9％減）、ＳＰ系が

149億56百万円（前年同四半期比14.9％減）、ＡＰ系が82億７百万円（前年同四半期比3.0％減）、パートナー事

業（ＮＯＰ）は21億74百万円（前年同四半期比7.1％増）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における売上高は、308億８百万円となり57億12百万円（前年同四半期比15.6％

減）の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が55億57百万円（前年同四半期比9.2％減）、ＳＰ系が

165億92百万円（前年同四半期比14.4％減）、ＡＰ系が69億45百万円（前年同四半期比23.8％減）、パートナー

事業（ＮＯＰ）は17億12百万円（前年同四半期比10.1％減）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における損益の状況は、前述のとおり売上高が308億８百万円（前年同四半期比

15.6％減、57億12百万円減）に対し、売上原価が228億11百万円（前年同四半期比18.2％減、50億60百万円減）

となった結果、売上総利益は79億96百万円（前年同四半期比7.5％減、６億52百万円減）となりました。また、

販売費及び一般管理費が63億22百万円（前年同四半期比6.3％増、３億76百万円増）となった結果、営業利益は

16億74百万円（前年同四半期比38.1％減、10億29百万円減）、経常利益は17億24百万円（前年同四半期比38.8％

減、10億95百万円減）、四半期純利益は８億63百万円（前年同四半期比46.4％減、７億47百万円減）となりまし

た。    
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①資産、負債及び純資産の状況 
  

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、799億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億72百万円の

減少（2.3％減）となりました。 

 個別に見ますと、流動資産は671億84百万円となり、前連結会計年度末に比べて32億87百万円の減少（4.7％

減）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が49億７百万円減少し、一方で、現金及び預金と有価証

券が合計で23億16百万円増加したことによるものです。また、固定資産は127億76百万円となり、前連結会計年

度末に比べて14億14百万円の増加（12.5％増）となりました。これは主に、のれんが９億15百万円増加したこ

とによるものです。 

（負債）  

 負債は264億67百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億56百万円の減少（3.5％減）となりました。こ

れは主に、買掛金が２億68百万円減少したことによるものです。  

（純資産）  

 純資産は534億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億16百万円の減少（1.7％減）となりました。

これは主に、少数株主持分が10億９百万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２四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等により営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは71億37百万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、関係会社株式や営業用固定資産の取得等により35億10

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13億９百

万円の支出となり、差引で現金及び現金同等物は23億16百万円増加しました。その結果、現金及び現金同等物の

四半期末残高は250億15百万円となりました。 

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71億37百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ64億１百万円の収入増となり

ました。これは主に、売上債権の回収額の増加により57億13百万円収入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35億10百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ18億64百万円の支出増となり

ました。これは主に、関係会社株式の取得による支出が19億35百万円増加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13億９百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ５億98百万円の支出増となり

ました。これは主に、配当金の支払額が４億29百万円増加したことによるものです。    

 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平成22

年３月期通期の予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年10月29日）別途公表いたし

ました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

２．連結財政状態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
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 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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 8,015 12,700

受取手形及び売掛金 27,501 32,408

有価証券 16,999 9,998

商品 6,451 7,087

未着商品 327 552

未成工事支出金 2,207 3,248

貯蔵品 4 5

繰延税金資産 1,226 1,337

その他 4,467 3,178

貸倒引当金 △17 △44

流動資産合計 67,184 70,472

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 5,026 5,002

その他 922 547

有形固定資産合計 5,949 5,550

無形固定資産   

のれん 918 2

その他 1,339 1,448

無形固定資産合計 2,257 1,451

投資その他の資産   

投資有価証券 757 754

繰延税金資産 2,194 2,199

その他 1,653 1,520

貸倒引当金 △35 △115

投資その他の資産合計 4,569 4,358

固定資産合計 12,776 11,361

資産合計 79,960 81,833
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 13,809 14,077

リース債務 458 343

未払金 1,637 1,400

未払法人税等 938 3,427

前受金 7,007 4,552

賞与引当金 1,102 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 988 2,042

流動負債合計 25,969 27,056

固定負債   

リース債務 488 356

長期未払金 4 4

その他 5 6

固定負債合計 498 367

負債合計 26,467 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 38,120 37,720

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 53,686 53,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30 △12

繰延ヘッジ損益 △162 126

評価・換算差額等合計 △192 114

少数株主持分 － 1,009

純資産合計 53,493 54,409

負債純資産合計 79,960 81,833
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 62,358 58,872

売上原価 47,267 43,873

売上総利益 15,091 14,998

販売費及び一般管理費 11,505 12,271

営業利益 3,585 2,727

営業外収益   

受取利息 72 38

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 30 12

関係会社業務受託収入 0 0

為替差益 37 －

団体保険配当金 32 22

出資金運用益 13 －

その他 14 21

営業外収益合計 201 95

営業外費用   

支払利息 6 19

為替差損 － 20

出資金運用損 － 0

その他 0 0

営業外費用合計 6 42

経常利益 3,780 2,780

特別利益   

投資有価証券売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 0 106

特別利益合計 150 106

特別損失   

固定資産除却損 10 143

投資有価証券売却損 － 35

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 10 179

税金等調整前四半期純利益 3,920 2,707

法人税、住民税及び事業税 1,453 830

法人税等調整額 146 327

法人税等合計 1,600 1,157

少数株主利益 64 96

四半期純利益 2,256 1,453
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 36,520 30,808

売上原価 27,872 22,811

売上総利益 8,648 7,996

販売費及び一般管理費 5,945 6,322

営業利益 2,703 1,674

営業外収益   

受取利息 34 19

持分法による投資利益 11 34

関係会社業務受託収入 0 0

為替差益 43 －

団体保険配当金 32 22

その他 2 11

営業外収益合計 123 88

営業外費用   

支払利息 4 10

為替差損 － 26

出資金運用損 3 0

その他 0 0

営業外費用合計 7 38

経常利益 2,819 1,724

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 5 129

投資有価証券売却損 － 35

特別損失合計 5 164

税金等調整前四半期純利益 2,813 1,561

法人税、住民税及び事業税 1,400 805

法人税等調整額 △231 △151

法人税等合計 1,168 653

少数株主利益 35 44

四半期純利益 1,610 863
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 3,920 2,707

減価償却費 1,436 1,547

のれん償却額 1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 151 52

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） 127 △106

受取利息及び受取配当金 △73 △38

持分法による投資損益（△は益） △30 △12

支払利息 6 19

投資有価証券売却損益（△は益） △150 35

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

固定資産除却損 － 143

売上債権の増減額（△は増加） 1,728 7,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,332 1,902

未収消費税等の増減額（△は増加） － 6

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,029 △1,316

仕入債務の増減額（△は減少） △828 △267

未払消費税等の増減額（△は減少） 15 △598

その他の流動負債の増減額（△は減少） △146 △931

その他 △76 △73

小計 1,693 10,377

利息及び配当金の受取額 74 36

利息の支払額 △6 △19

法人税等の支払額 △1,071 △3,300

その他 46 43

営業活動によるキャッシュ・フロー 735 7,137

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 △1,128 △1,023

無形固定資産の取得による支出 △401 △140

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 159 45

子会社設立による支出 △50 －

関係会社株式の取得による支出 △86 △2,022

貸付けによる支出 △6 △57

貸付金の回収による収入 5 7

出資金の払込による支出 － △0

出資金の回収による収入 2 －

その他 △140 △219

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,645 △3,510

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 △89 △258

配当金の支払額 △621 △1,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △711 △1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,621 2,316

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 23,929 25,015
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

給与手当 4,323百万円

賞与引当金繰入額 693  

貸倒引当金繰入額 147  

賃借料 1,032  

減価償却費 666  

のれん償却額 1  

給与手当 4,285百万円

賞与引当金繰入額 894  

賃借料 1,149  

減価償却費 686  

のれん償却額 1  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

給与手当 2,138百万円

賞与引当金繰入額 172  

貸倒引当金繰入額 147  

賃借料 514  

減価償却費 345  

のれん償却額 0  

給与手当 2,151百万円

賞与引当金繰入額 48  

賃借料 590  

減価償却費 353  

のれん償却額 0  
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