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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 83,866 △9.5 2,446 △55.4 2,513 △55.1 1,230 △62.2
21年3月期第3四半期 92,709 ― 5,489 ― 5,594 ― 3,253 ―

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3四半期 2,742.51 ―
21年3月期第3四半期 6,576.82 ―

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3四半期 75,422 52,929 70.2 118,003.59
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3四半期  52,929百万円 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 118,000 △10.0 3,900 △56.1 4,000 △55.7 2,100 △57.1 4,681.80

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、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3四半期 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3四半期 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3四半期 448,545株 21年3月期第3四半期 494,726株
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【参考】 平成22年3月期第3四半期（3ヶ月）の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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3四半期  24,994  △17.6  △280 ―  △266 ―  △223 ― 
21年3月期第3四半期  30,350 ―  1,904 ―  1,813 ―  997 ― 

 

 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3四半期  △498.58  
21年3月期第3四半期  2,047.94  
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[当第３四半期連結累計期間（平成21年４月～12月）]  

 当第３四半期連結累計期間において、仮想化に代表されるデータセンター向け案件は堅調であったものの、ネ

ットワークインテグレーション事業全般においては低調に推移しました。 

  一般民間企業（ＥＰ系）マーケットでは、次年度（2010年４月）以降に向けた商談は活発化してきましたが、

本年度案件に関しては依然として、一部の企業を除き低調な状況で推移しています。 

 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、モバイル向け案件は堅調に推

移しているものの、通信事業者のインフラに対する投資が遅れています。 

 地域・公共関連（ＡＰ系）マーケットでは、第２四半期に比べて価格低下圧力はやや沈静化したものの、依然

として価格競争にさらされているうえに、一部予算執行の遅れなどにより、受注の遅延が生じています。 

 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、既存パー

トナーに対する深耕開拓及び新規パートナー開拓を精力的に行っています。 

 また、上記のようなマーケット環境に加えネットワーク機器メーカーの納期遅延により売上計上に時間を要し

ています。  

  

 この様な状況下、当第３四半期連結累計期間における受注高は、936億22百万円となり45億62百万円（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166億５百万円（前年同四半期比10.2％

減）、ＳＰ系が455億13百万円（前年同四半期比3.0％減）、ＡＰ系が251億37百万円（前年同四半期比8.4％

減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は63億66百万円（前年同四半期比19.1％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567億円（前年

同四半期比11.6％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81億37百万円（前年同四半期比38.4％増）、サービス商品群は287億83百万円（前年同四半期比2.2％増）とな

りました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における売上高は、838億66百万円となり88億42百万円（前年同四半期比9.5％減）

の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が162億86百万円（前年同四半期比11.7％減）、ＳＰ系が432

億55百万円（前年同四半期比10.3％減）、ＡＰ系が193億83百万円（前年同四半期比7.0％減）、パートナー事業

（ＮＯＰ）は49億41百万円（前年同四半期比4.8％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481億25百万円（前年同四半期比19.8％減）、プラットフ

ォーム商品群が58億56百万円（前年同四半期比42.6％増）、サービス商品群は298億84百万円（前年同四半期比

4.6％増）となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間末における受注残高は、489億51百万円となり39億81百万円（前年同四半期比8.9％

増）の増加となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が91億99百万円（前年同四半期比12.6％減）、ＳＰ系が

159億１百万円（前年同四半期比49.7％増）、ＡＰ系が209億21百万円（前年同四半期比6.0％減）、パートナー

事業（ＮＯＰ）は29億29百万円（前年同四半期比87.5％増）となりました。 

  

 当第３四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838億66百万円（前年同四半期比

9.5％減、88億42百万円減）に対し、売上原価が629億56百万円（前年同四半期比10.2％減、71億62百万円減）と

なった結果、売上総利益は209億10百万円（前年同四半期比7.4％減、16億79百万円減）となりました。また、販

売費及び一般管理費が184億63百万円（前年同四半期比8.0％増、13億64百万円増）となった結果、営業利益は24

億46百万円（前年同四半期比55.4％減、30億43百万円減）、経常利益は25億13百万円（前年同四半期比55.1％

減、30億81百万円減）、四半期純利益は12億30百万円（前年同四半期比62.2％減、20億23百万円減）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３四半期連結会計期間（平成21年10月～12月）]  

 当第３四半期連結会計期間における受注高は、320億26百万円となり15億66百万円（前年同四半期比4.7％減）

の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が58億82百万円（前年同四半期比12.9％減）、ＳＰ系が141

億11百万円（前年同四半期比2.7％増）、ＡＰ系が96億12百万円（前年同四半期比17.1％減）、パートナー事業

（ＮＯＰ）は24億19百万円（前年同四半期比60.5％増）となりました。 

 当第３四半期連結会計期間における売上高は、249億94百万円となり53億56百万円（前年同四半期比17.6％

減）の減少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が48億19百万円（前年同四半期比21.4％減）、ＳＰ系が

120億80百万円（前年同四半期比20.4％減）、ＡＰ系が63億20百万円（前年同四半期比14.2％減）、パートナー

事業（ＮＯＰ）は17億73百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。 

 当第３四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249億94百万円（前年同四半期比

17.6％減、53億56百万円減）に対し、売上原価が190億82百万円（前年同四半期比16.5％減、37億69百万円減）

となった結果、売上総利益は59億11百万円（前年同四半期比21.2％減、15億87百万円減）となりました。また、

販売費及び一般管理費が61億92百万円（前年同四半期比10.7％増、５億98百万円増）となった結果、営業損失は

２億80百万円、経常損失は２億66百万円、四半期純損失は２億23百万円となりました。    
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①資産、負債及び純資産の状況 
  

（資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、754億22百万円となり、前連結会計年度末に比べて64億11百万円

の減少（7.8％減）となりました。 

 個別に見ますと、流動資産は632億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて71億90百万円の減少（10.2％

減）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が116億８百万円減少し、一方で、その他流動資産が30億

31百万円増加したことによるものです。また、固定資産は121億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて７

億78百万円の増加（6.9％増）となりました。これは主に、のれんが８億68百万円増加したことによるもので

す。 

（負債）  

 負債は224億92百万円となり、前連結会計年度末に比べて49億31百万円の減少（18.0％減）となりました。こ

れは主に、未払法人税等が33億13百万円、また、買掛金が23億40百万円それぞれ減少したことによるもので

す。 

（純資産） 

 純資産は529億29百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億80百万円の減少（2.7％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３四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72億２百万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41億

85百万円の支出となり、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21億

60百万円の支出となり、差引で現金及び現金同等物は８億56百万円増加しました。その結果、現金及び現金同

等物の四半期末残高は235億54百万円となりました。 

 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72億２百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ32億９百万円の収入増となり

ました。これは主に、売上債権の回収額の増加により69億85百万円収入が増加し、一方で、法人税等の支払額

の増加により33億27百万円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41億85百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ18億25百万円の支出増となり

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21億60百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ75億30百万円の支出減となり

ました。これは主に、自己株式の取得による支出が無かったこと（前年同四半期累計期間は84億67百万円支

出）や、配当金の支払額が７億20百万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10月29日に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22年２月１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

- 6 -

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成22年3月期  第3四半期決算短信



  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,555 12,700

受取手形及び売掛金 20,800 32,408

有価証券 16,999 9,998

商品 7,623 7,087

未着商品 650 552

未成工事支出金 3,872 3,248

貯蔵品 4 5

繰延税金資産 593 1,337

その他 6,209 3,178

貸倒引当金 △25 △44

流動資産合計 63,282 70,472

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 4,809 5,002

その他 877 547

有形固定資産合計 5,686 5,550

無形固定資産   

のれん 871 2

その他 1,256 1,448

無形固定資産合計 2,128 1,451

投資その他の資産   

投資有価証券 754 754

繰延税金資産 2,194 2,199

その他 1,422 1,520

貸倒引当金 △46 △115

投資その他の資産合計 4,324 4,358

固定資産合計 12,140 11,361

資産合計 75,422 81,833
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 11,737 14,077

リース債務 479 343

未払金 1,279 1,400

未払法人税等 114 3,427

前受金 6,374 4,552

賞与引当金 1,131 1,049

役員賞与引当金 － 135

関係会社整理損失引当金 － 27

その他 866 2,042

流動負債合計 21,983 27,056

固定負債   

リース債務 499 356

長期未払金 4 4

その他 5 6

固定負債合計 508 367

負債合計 22,492 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 37,179 37,720

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 52,744 53,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26 △12

繰延ヘッジ損益 211 126

評価・換算差額等合計 185 114

少数株主持分 － 1,009

純資産合計 52,929 54,409

負債純資産合計 75,422 81,833
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 92,709 83,866

売上原価 70,119 62,956

売上総利益 22,589 20,910

販売費及び一般管理費 17,099 18,463

営業利益 5,489 2,446

営業外収益   

受取利息 101 55

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 14 2

関係会社業務受託収入 0 0

団体保険配当金 36 26

出資金運用益 14 －

その他 19 28

営業外収益合計 187 113

営業外費用   

支払利息 13 31

自己株式取得手数料 2 －

為替差損 50 12

創立費 4 －

開業費 11 －

出資金運用損 － 1

その他 0 0

営業外費用合計 83 46

経常利益 5,594 2,513

特別利益   

投資有価証券売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 8 108

特別利益合計 158 108

特別損失   

固定資産除却損 21 156

投資有価証券売却損 － 35

投資有価証券評価損 3 1

関係会社整理損 － 6

特別損失合計 25 198

税金等調整前四半期純利益 5,727 2,422

法人税、住民税及び事業税 2,245 395

法人税等調整額 124 700

法人税等合計 2,369 1,096

少数株主利益 104 96

四半期純利益 3,253 1,230
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 30,350 24,994

売上原価 22,852 19,082

売上総利益 7,498 5,911

販売費及び一般管理費 5,594 6,192

営業利益又は営業損失（△） 1,904 △280

営業外収益   

受取利息 29 17

関係会社業務受託収入 0 0

為替差益 － 7

団体保険配当金 3 4

出資金運用益 1 －

その他 5 6

営業外収益合計 40 35

営業外費用   

支払利息 6 11

持分法による投資損失 16 9

自己株式取得手数料 2 －

為替差損 88 －

創立費 4 －

開業費 11 －

出資金運用損 － 0

その他 0 0

営業外費用合計 130 21

経常利益又は経常損失（△） 1,813 △266

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 8 2

特別利益合計 8 2

特別損失   

固定資産除却損 10 13

投資有価証券評価損 3 －

関係会社整理損 － 6

特別損失合計 14 19

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,807 △284

法人税、住民税及び事業税 791 △434

法人税等調整額 △22 373

法人税等合計 769 △60

少数株主利益 40 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 997 △223
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,727 2,422

減価償却費 2,290 2,447

のれん償却額 2 48

賞与引当金の増減額（△は減少） △102 82

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） △109 △87

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △27

受取利息及び受取配当金 △102 △55

持分法による投資損益（△は益） △14 △2

支払利息 13 31

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） 3 1

固定資産除却損 － 156

売上債権の増減額（△は増加） 6,513 13,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,003 △1,256

未収消費税等の増減額（△は増加） △2 △137

その他の流動資産の増減額（△は増加） △870 △794

仕入債務の増減額（△は減少） △3,319 △2,338

未払消費税等の増減額（△は減少） 166 △620

その他の流動負債の増減額（△は減少） 83 △607

その他 △111 △65

小計 5,987 12,594

利息及び配当金の受取額 104 54

利息の支払額 △13 △31

法人税等の支払額 △2,142 △5,469

その他 55 53

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,993 7,202

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 △1,732 △1,855

無形固定資産の取得による支出 △460 △234

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 △10 △65

貸付金の回収による収入 8 61

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 △191 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,359 △4,185

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 △184 △400

自己株式の取得による支出 △8,467 －

配当金の支払額 △1,039 △1,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,691 △2,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,058 856

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 17,492 23,554
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

給与手当 6,473百万円

賞与引当金繰入額 515  

貸倒引当金繰入額 131  

賃借料 1,542  

減価償却費 1,031  

のれん償却額 2  

給与手当 6,411百万円

賞与引当金繰入額 968  

貸倒引当金繰入額 21  

賃借料 1,701  

減価償却費 1,067  

のれん償却額 48  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

給与手当 2,149百万円

賞与引当金繰入額 △177  

貸倒引当金繰入額 △15  

賃借料 509  

減価償却費 365  

のれん償却額 0  

給与手当 2,125百万円

賞与引当金繰入額 73  

貸倒引当金繰入額 21  

賃借料 551  

減価償却費 381  

のれん償却額 46  
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