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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）平成22年3月期から連結財務諸表非作成会社となったため、平成21年3月期第2四半期の数値は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 9,937 ― △908 ― △948 ― △953 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △3,619.34 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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 9,034 213 2.4 809.58
21年3月期 12,709 1,113 8.8 4,226.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  213百万円 21年3月期  1,113百万円

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
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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 30,000 △1.5 500 27.5 400 62.1 400 43.2 1,518.56
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（注）詳細は、5ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

（注）詳細は、5ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第2四半期 264,884株 21年3月期  264,884株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,476株 21年3月期  1,476株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 263,408株 21年3月期第2四半期 263,408株

※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「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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定性的情報・財務諸表等

１．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、わが国経済の景気回復への伸長度合いは、依然として緩やかな状況で推移してお

ります。当社が属する情報通信機器等のネットワーク関連業界も企業業績の悪化・先行きの不透明感を背景とした

設備投資抑制の長期化等、厳しい事業環境が続いております。 

  

このような状況下、当社は「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」等、顧客へ提

供する商品・サービスの幅を広げ、また、日本ユニシスグループとの連携等によるＩＣＴ市場での事業の拡大に向

けた取り組みを進めてまいりました。 

  

当第２四半期累計期間の売上高は、サポートサービスが堅調に推移したものの、製造業を中心とした設備投資の冷

え込みに伴い、ネットワークインテグレーション案件の受注低迷及び成約遅れが売上高の進捗に影響を与え、売上

高合計では99億37百万円にとどまりました。損益面につきましては、コスト圧縮に努めたものの、売上総利益は売

上高減少の影響により22億49百万円、営業損失は9億8百万円、経常損失は9億48百万円、四半期純損失は9億53百万

円となりました。 

  

なお、当社のインテグレーションサービス事業の売上計上基準は主に検収基準を採用しており、その大半が第４四

半期に集中することから当該四半期に売上及び利益計上が集中いたします。この四半期ごとの季節的変動要因は当

期に発生した特殊事情ではなく、当業界の傾向であります。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

当第２四半期会計期間末の総資産額は前事業年度末に比べ36億74百万円減少し、90億34百万円となりました。    

主な要因は、売掛金の回収促進による売上債権の減少40億49百万円、たな卸資産の増加4億62百万円によるものであ

ります。 

   
当第２四半期会計期間末のキャッシュ・フローの状況は現金及び現金同等物が前事業年度末に比べ1億52百万円減少

し、1億50百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少10億68百万円、税引前四半期純損失9億51百万円、たな卸資 

産の増加4億62百万円等による減少要因があったものの、売上債権の減少40億49百万円、減価償却費2億45百万円等

による増加要因により、23億48百万円の収入となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出3億45百万円等により3億3百万円の支

出となりました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減による支出6億57百万円、長期借入金の返済による支出15

億円等により21億96百万円の支出となりました。 

㈱ネットマークス（3713） 平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）
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３．業績予想に関する定性的情報

平成21年10月19日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表したとおり、当第２四半期累計期間の業績はネッ

トワークインテグレーション案件の受注低迷及び成約遅れの影響を受け、当初の予想を大きく下回る実績となりま

した。通期におきましても、ネットワーク業界の経済環境は不透明な状況が続くものと予想されますが、当初第２

四半期累計期間に見込んでいた大型インテグレーション案件の確実な成約、重点ソリューションの販売体制強化等

による案件の積み上げにより、通期の売上高は300億円を見込んでおります。損益面では、売上高減少の影響がある

ものの、インテグレーションサービスの生産性向上を図ることによる外注費削減等、コスト圧縮により営業利益5億

円、経常利益4億円、当期純利益4億円を予想しております。 

  

なお、平成21年5月11日の決算短信で公表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

平成22年３月期の業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

    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 

前 回 発 表 予 想 （Ａ） 
百万円 

33,700 

百万円 

1,200 

百万円 

1,100 

百万円 

1,100 

円 銭 

4,176.03 

今 回 発 表 予 想 （Ｂ） 30,000 500 400 400 1,518.56 

増 減 額 （Ｂ－Ａ） △3,700 △700 △700 △700 － 

増 減 率 （％） △11.0 △58.3 △63.6 △63.6 － 

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
30,443 392 246 279 1,060.14 

㈱ネットマークス（3713） 平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）
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① 会計基準等の改正に伴う変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計

基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間以降に着手した

原価規模が50百万円以上の工事契約で、当第２四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準を、その他の工事については検収基準を適用しております。 
  
これにより、売上高は18百万円増加しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失への影響額は

軽微であります。 

  

② ①以外の変更 

有形固定資産の減価償却方法及び減価償却費の計上区分、並びに耐用年数の変更 

  

(イ)減価償却方法の変更  

従来、有形固定資産の減価償却方法は、定率法を採用しておりましたが、第１四半期会計期間より顧客対応ＳＥ

サービス及びアウトソーシングサービス（運用・監視サービス）提供に使用する工具、器具及び備品については

定額法に変更しております。 
  
顧客対応ＳＥサービスに関しては、従来無償であったシステム引渡し後の高度なアフターサービスを第１四半期

会計期間から有償化した事に伴い、当該サービスで使用する工具、器具及び備品の減価償却費は定額収入型のサ

ービス売上の原価となることから、毎期平均的に負担させることがより実態を反映する合理的な方法であると判

断し変更したものであります。 
  
また、アウトソーシングサービス（運用・監視サービス）に関しても、当該サービスで使用する工具、器具及び

備品の減価償却費は定額収入型のサービス売上の原価である事から、毎期平均的に負担させる事がより実態を反

映する合理的な方法であると判断されるため、顧客対応ＳＥサービスの変更に併せ変更したものであります。 

  

(ロ)減価償却費の計上区分の変更  

従来、顧客対応ＳＥサービスに使用する工具、器具及び備品の減価償却費は販売費及び一般管理費として計上し

ておりましたが、第１四半期会計期間よりサービス提供を有償化するにあたり、当該減価償却費を売上原価とし

て計上する方法に変更しております。 

  

(ハ)耐用年数の変更  

第１四半期会計期間において、従来、無償であったシステム引渡し後の顧客対応ＳＥサービスを有償化するにあ

たり、主要なネットワーク機器の販売開始からサポート終了までの期間の実績データに基づき耐用年数を見直し

た結果、当該サービス提供に使用する工具、器具及び備品のうちネットワーク機器の耐用年数を従来の10年から

８年に短縮しております。 
  
また、アウトソーシングサービス（運用・監視サービス）提供に使用する工具、器具及び備品のうちネットワー

ク機器の耐用年数を従来の10年から５年に短縮しております。これは、当社のアウトソーシングサービス提供の

実績が蓄積され、顧客からの遠隔監視サービス等の品質向上要請に基づいたネットワーク機器の更新時期早期化

傾向が明らかになったためであります。 

  

上記(イ)(ロ)(ハ)の変更の結果、当第２四半期累計期間の売上総利益は59百万円減少し、営業損失、経常損失、

税引前四半期純損失はそれぞれ11百万円減少しております。 

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期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。  

  

（２）四半期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

㈱ネットマークス（3713） 平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 150 302

受取手形及び売掛金 3,354 7,381

商品 922 687

未成工事支出金 1,304 1,076

その他 678 662

貸倒引当金 △15 △20

流動資産合計 6,394 10,090

固定資産   

有形固定資産   

建物 96 143

減価償却累計額 △43 △59

建物（純額） 52 83

工具、器具及び備品 3,270 3,161

減価償却累計額 △2,216 △2,152

工具、器具及び備品（純額） 1,053 1,009

リース資産 520 520

減価償却累計額 △95 △52

リース資産（純額） 424 467

有形固定資産合計 1,530 1,560

無形固定資産   

ソフトウエア 620 609

その他 7 7

無形固定資産合計 627 616

投資その他の資産   

その他 485 467

貸倒引当金 △3 △25

投資その他の資産合計 481 442

固定資産合計 2,640 2,619

資産合計 9,034 12,709

㈱ネットマークス（3713） 平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

-6-



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,682 2,737

関係会社短期借入金 878 1,536

1年内返済予定の長期借入金 1,750 2,500

未払法人税等 20 31

前受収益 1,671 1,231

工事損失引当金 0 －

役員賞与引当金 － 19

事務所移転費用引当金 － 50

その他 1,100 993

流動負債合計 7,104 9,100

固定負債   

長期借入金 1,000 1,750

退職給付引当金 336 320

その他 380 425

固定負債合計 1,717 2,496

負債合計 8,821 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 △5,973 △5,020

自己株式 △368 △368

株主資本合計 208 1,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 △59

繰延ヘッジ損益 △1 10

評価・換算差額等合計 4 △48

純資産合計 213 1,113

負債純資産合計 9,034 12,709
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 9,937

売上原価 7,687

売上総利益 2,249

販売費及び一般管理費  

役員報酬 109

給与諸手当福利費 1,884

退職給付費用 42

業務委託費 366

賃借料 184

旅費及び交通費 87

減価償却費 86

光熱費及び消耗品費 61

通信費 61

研究開発費 41

その他 232

販売費及び一般管理費合計 3,158

営業損失（△） △908

営業外収益  

受取利息及び配当金 3

投資事業組合運用益 2

その他 1

営業外収益合計 7

営業外費用  

支払利息 32

その他 14

営業外費用合計 47

経常損失（△） △948

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 5

事務所移転費用 1

その他 0

特別損失合計 7

税引前四半期純損失（△） △951

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等調整額 △5

法人税等合計 1

四半期純損失（△） △953

㈱ネットマークス（3713） 平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △951

減価償却費 245

支払利息 32

売上債権の増減額（△は増加） 4,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △462

仕入債務の増減額（△は減少） △1,068

未払費用の増減額（△は減少） 85

その他 467

小計 2,398

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △38

法人税等の支払額 △15

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,348

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 △207

有形固定資産の売却による収入 7

無形固定資産の取得による支出 △137

その他 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △303

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） △657

長期借入金の返済による支出 △1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152

現金及び現金同等物の期首残高 302

現金及び現金同等物の四半期末残高 150
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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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（参考）四半期連結財務諸表 
（１）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) 

売上高 13,347

売上原価 10,281

売上総利益 3,066

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び給料手当 1,659

法定福利及び厚生費 170

退職給付費用 80

賃借料 324

業務委託費 432

旅費及び交通費 157

減価償却費 124

研究開発費 45

その他 386

販売費及び一般管理費合計 3,380

営業損失（△） △314

営業外収益  

投資事業組合運用益 12

その他 5

営業外収益合計 18

営業外費用  

支払利息 38

為替差損 32

その他 13

営業外費用合計 83

経常損失（△） △380

特別利益  

受取和解金 423

その他 88

特別利益合計 511

特別損失  

事務所移転費用引当金繰入額 180

たな卸資産評価損 83

その他 14

特別損失合計 277

税金等調整前四半期純損失（△） △146

法人税、住民税及び事業税 8

法人税等調整額 △9

法人税等合計 △1

四半期純損失（△） △145
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（２）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) 

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（△） △146

減価償却費 277

支払利息 38

子会社株式売却損益（△は益） △64

受取和解金 △423

売上債権の増減額（△は増加） 2,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △123

仕入債務の増減額（△は減少） △1,973

未払費用の増減額（△は減少） △52

その他 297

小計 67

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △19

和解金の受取額 423

営業活動によるキャッシュ・フロー 450

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 △501

有形固定資産の売却による収入 261

無形固定資産の取得による支出 △64

無形固定資産の売却による収入 20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

444

敷金及び保証金の回収による収入 146

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 310

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） △838

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 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △587

現金及び現金同等物の期首残高 735

現金及び現金同等物の四半期末残高 147
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