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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 124,370 △5.1 5,000 △43.7 5,069 △43.9 2,634 △46.2
21年3月期 131,119 17.4 8,881 86.1 9,036 84.9 4,897 97.1

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 ％ ％ ％

22年3月期 5,872.43 ― 4.9 6.3 4.0
21年3月期 10,133.09 ― 8.8 10.9 6.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △9百万円 21年3月期  0百万円

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

22年3月期 80,251 54,441 67.7 121,173.67
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  54,351百万円 21年3月期  53,400百万円

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

22年3月期 △372 △4,609 △2,296 15,419
21年3月期 10,014 △3,055 △9,811 22,698

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 850.00 ― 2,350.00 3,200.00 1,477 31.6 2.7
22年3月期 ― 1,600.00 ― 1,600.00 3,200.00 1,435 54.5 2.7
23年3月期 

（予想）
― 1,100.00 ― 1,100.00 2,200.00 31.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

59,000 0.2 1,800 △34.0 1,800 △35.3 1,000 △31.2 2,229.43

通期 125,000 0.5 5,600 12.0 5,600 10.5 3,100 17.7 6,911.24
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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) 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） 

(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、28ページ「１株当たり情報」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 551,900株 21年3月期 551,900株
② 期末自己株式数 22年3月期 103,355株 21年3月期 103,355株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 119,761 △7.5 3,315 △59.1 3,682 △55.7 1,881 △59.6
21年3月期 129,494 17.9 8,105 107.1 8,319 105.5 4,653 95.8

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

22年3月期 4,194.41 ―
21年3月期 9,628.67 ―

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 75,905 52,281 68.9 116,559.08
21年3月期 78,044 52,091 66.7 116,133.55

（参考） 自己資本 22年3月期  52,281百万円 21年3月期  52,091百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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、４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（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 54,200 △5.2 1,400 △33.8 1,600 △29.7 900 △28.5 2,006.49

通期 115,000 △4.0 4,200 26.7 4,400 19.5 2,500 32.9 5,573.58
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(1）経営成績に関する分析 

  

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度において、仮想化に代表されるデータセンター向けでは活発な提案活動を行い、プラットフォーム

分野ではほぼ初期目標が達成できたものの、ネットワーク分野においては全般的に低調な状態で推移しました。 

 首都圏民間企業（ＥＰ系）マーケットでは、データセンター及びユニファイドコミュニケーションなどで活発な提

案活動を実施しましたが、年度内で受注獲得までには至らず低調な状況で推移しました。  

 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、モバイル向けが堅調に推移し、プ

ラットフォーム分野での足がかりは出来たものの、通信事業者のインフラ投資が期初見込みに比べ減少しました。  

  地域・公共（ＡＰ系）マーケットでは、年度前半においては一部入札案件での失注もあり、また予算執行の遅れな

どで苦戦を余儀なくされましたが、文教及び地域公共部門で盛り返し、ＣＡＴＶ及び地域民間企業分野で比較的健闘

した結果、年度後半において挽回することができました。  

 パートナー事業（ネットワンパートナーズ株式会社（ＮＯＰ）主幹事業）では、年度前半において体制固めの遅れ

から苦戦を強いられましたが、年度後半においては前年度を上回る成果を得ることができました。  

 この様な状況下、当連結会計年度における受注高は、1,281億95百万円となり26億25百万円（前期比2.0％減）の減

少となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系が235億37百万円（前期比5.2％減）、ＳＰ系が615億円（前期比3.7％

減）、ＡＰ系が336億74百万円（前期比3.9％減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は94億83百万円（前期比34.1％増）と

なりました。      

 なお、商品群別の受注高は、前述のマーケット状況を反映して、ネットワーク商品群が729億83百万円（前期比

10.3％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109億34百万

円（前期比37.0％増）、サービス商品群は442億77百万円（前期比6.8％増）となりました。   

 当連結会計年度における売上高は、1,243億70百万円となり67億49百万円（前期比5.1％減）の減少となりました。

マーケット別内訳は、ＥＰ系が233億52百万円（前期比11.8％減）、ＳＰ系が591億95百万円（前期比4.8％減）、Ａ

Ｐ系が338億71百万円（前期比4.6％減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は79億51百万円（前期比14.3％増）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716億１百万円（前期比13.7％減）、プラットフォーム商品群

が99億67百万円（前期比42.8％増）、サービス商品群は428億２百万円（前期比4.1％増）となりました。    

 当連結会計年度における受注残高は、430億21百万円となり38億25百万円（前期比9.8％増）の増加となりました。

マーケット別内訳は、ＥＰ系が90億66百万円（前期比2.6％増）、ＳＰ系が159億46百万円（前期比16.8％増）、ＡＰ

系が149億71百万円（前期比1.4％減）、パートナー事業（ＮＯＰ）は30億37百万円（前期比99.3％増）となりまし

た。  

 当連結会計年度における損益の状況は、前述のとおり売上高が1,243億70百万円（前期比5.1％減、67億49百万円

減）、売上原価が946億68百万円（前期比3.9％減、38億13百万円減）となった結果、売上総利益は297億２百万円

（前期比9.0％減、29億35百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費が247億１百万円（前期比4.0％

増、９億45百万円増）となった結果、営業利益は50億円（前期比43.7％減、38億80百万円減）、経常利益は50億69百

万円（前期比43.9％減、39億67百万円減）、当期純利益は26億34百万円（前期比46.2％減、22億63百万円減）となり

ました。                                       

１．経営成績
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（次期の見通し） 

 次期の見通しとしては、ＥＰ系は依然として経済動向等を注視する必要はあるものの、設備投資意欲は回復してき

ています。  

 ＳＰ系はモバイル向けの投資は引き続き堅調に推移するものと思われますが、通信事業者のインフラに対する投資

は慎重な状況が予想されます。  

 ＡＰ系は厳しい競争状況は続くものと思われますが、地域における民間企業の投資意欲は回復しています。  

 パートナー事業（ＮＯＰ）は引き続き新規パートナー開拓及び既存パートナーの深耕を精力的に行っていきます。 

 この様な状況下で、平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の連結業績予想につきましては、売

上高1,250億円（ネットワーク商品群640億円、プラットフォーム商品群150億円、サービス商品群460億円）、営業利

益56億円、経常利益56億円、当期純利益31億円を予定しています。  

（注）上記の業績見通しは、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績と大き

く異なることがあります。実際の業績に影響を与える重要な要素としては、①当社を取り巻く経済情勢・需

要動向などの変化、②為替相場の急激な変動などです。但し、業績に影響を与える要素はこれらに限定され

るものではありません。 
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(2）財政状態に関する分析 

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

（資産）  

 当連結会計年度末の資産合計は802億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億82百万円の減少（1.9％

減）となりました。個別に見ますと、流動資産は685億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億３百万円の

減少（2.7％減）となりました。これは主に、現金及び預金と有価証券が合計で72億78百万円減少し、一方で、受

取手形及び売掛金が36億83百万円、商品が15億32百万円それぞれ増加したことによるものです。また、固定資産

は116億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億21百万円の増加（2.8％増）となりました。 

（負債）  

 当連結会計年度末の負債合計は258億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億14百万円の減少（5.9％

減）となりました。これは主に、未払法人税等が30億29百万円減少し、一方で、買掛金が10億99百万円増加した

ことによるものです。  

（純資産）  

 当連結会計年度末の純資産合計は544億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円の増加（0.1％増）

となりました。   

（キャッシュ・フローの状況）   

 当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益が49億56百万円となりましたが、法人税等の支払額が54

億71百万円となったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは３億72百万円の支出となりました。  

 また、投資活動によるキャッシュ・フローについては、営業用固定資産や関係会社株式の取得等により46億９

百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローについては、リース債務の返済と配当金の支払いによ

り22億96百万円の支出となり、現金及び現金同等物は合計で72億78百万円減少しました。その結果、現金及び現

金同等物の期末残高は154億19百万円（前期末比32.1％減）となりました。 

 なお、前連結会計年度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） 

 営業活動による支出は３億72百万円となり、前連結会計年度に比べ103億86百万円の収入減となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益の減少により39億円、売上債権の増加により22億16百万円収入がそれぞれ減

少したこと、また、法人税等の支払額の増加により33億28百万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46億９百万円となり、前連結会計年度に比べ15億54百万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22億96百万円となり、前連結会計年度に比べ75億14百万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（前連結会計年度は84億67百万円支出）によるものです。  
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

  

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産  

時価べ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／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

   ２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

   ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。  

また、株式分割があった場合は、権利落ち価格を修正して算出しています。 

   ４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」

を使用しています。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います。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息

の支払額」を使用しています。  

   ５．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・レシオは、営業キャッシュ・

フローがマイナスである決算期、あるいは有利子負債及び利払いのない決算期につきましては記載し

ていません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

① 基本方針 

 当社は、「企業価値の向上による株主利益の増大を目指し、経営基盤の拡充と成長力の維持・強化の源泉であ

る株主資本の充実を図る一方で、長期にわたり安定し、かつ業績を適正に反映した利益還元を行っていく」こと

を基本方針としています。これらの観点から当面の配当性向の水準につきましては、連結配当性向30％以上を基

準としています。  

② 当期の配当金（平成22年３月期） 

 当期は、平成21年11月に中間配当金として１株当たり1,600円の配当を実施しています。  

 平成22年３月期の期末普通配当は１株当たり1,600円の配当を予定しており、当期の年間配当金は、中間配当金

と合わせて１株当たり3,200円（連結配当性向54.5％）となる予定です。   

③ 次期の配当金（平成23年３月期） 

 次期の普通配当は、「連結業績予想」に基づいて連結配当性向30％を適用させていただき、中間配当金及び期

末配当金は、それぞれ１株当たり1,100円の配当とし、合わせて年間2,200円の配当を実施する予定にしていま

す。   

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  75.5  68.6  65.3  67.7

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
 91.3  69.2  71.1  66.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  0.5  7.0  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 1,905.0  46,439.3  465.2  －
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの業績に与える事業遂行上のリスクに関しては対顧客、内部統制等の観点から以下のような事項が想

定されます。 

 ① 競争について  

 情報コミュニケーション技術（ＩＣＴ）市場の拡大に伴い、競合他社との競争がより激しくなる可能性があ

ります。そのような場合、製品及びサービスに関する価格競争が生じるため、当社の競争力及び市場の状況い

かんによっては、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。また、 先端かつ高度なネットワークシス

テムの提供のためには、高い技術及び能力を有するシステム系技術者を含む優秀な人材の確保が重要となりま

す。当社は、価格競争に勝ち抜くために高い能力の人材を獲得・育成し全社の技術力を高め、競合他社との差

別化を図っています。  

  ② 為替変動による影響について  

 当社の取扱製品には、海外系ベンダーの製品が占める割合が多く、仕入の大半が米ドル建決済となっている

ため、当社は仕入債務について為替リスクを有しています。そのため、当社は為替相場の変動によるリスクを

ヘッジする目的で、外貨建て仕入れに関する確定債務残高と予定債務残高を四半期単位で管理することにより

適切な先物為替予約を行っておりますが、為替予約によりすべてのリスクを排除することは不可能です。具体

的には、日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算した仕入価格が増加することになりま

すが、その時点の市場競争状況いかんでは、かかる増加分を適正に当社の販売価格に反映できず、当社の業績

における利益率の低下を招く可能性があります。一方、円高傾向となった場合は、在庫販売取引においては、

競争状況のいかんによって円高還元の販売価格引下げを余儀なくされ、先行して仕入れた製品原価との値差が

縮小し、利益率の低下を招くリスクがあります。  

  ③ 上位の顧客との間の取引について  

 当社の納入先別顧客納入実績（平成22年３月期）において、日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）のグループ企

業に対する販売割合は、30％台後半となっています。但し、これらの顧客との取引は、各顧客が抱える多数の

プロジェクトに関連するスポット取引から成り立っておりますので、いずれの顧客との間の取引関係も一度に

失われるという事態は容易には想定しがたいものと認識しておりますが、設備投資循環等の影響で顧客からの

受注が減少した場合には、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。  

  ④ 製品の不具合が生じた場合の責任について  

 当社はネットワーク・ソリューション・プロバイダーとして、顧客の依頼によりネットワークシステム全体

の構築を請け負うことを主な業務としておりますが、かかるシステム構築において使用するルータ等の製品

は、機器ベンダーから仕入れています。当社は、製品単体ごとに受入検査、出荷検査を実施する等の品質チェ

ック等により、これらの仕入製品に不具合が生じないようにするための体制を構築しておりますが、それにも

かかわらず何らかの不具合がシステム納入後に生じた場合、顧客の信頼を喪失する可能性があります。なお、

当社と顧客、機器ベンダーとの間でそれぞれ結ばれている契約の下では、システムに不具合が生じた場合の責

任は、当該不具合の内容、原因等により、（ⅰ）顧客が負う場合（不適切な使用等）、（ⅱ）当該製品の機器

ベンダーがメーカーとして負う場合、（ⅲ）当社がネットワーク・ソリューション・プロバイダーとして負う

場合、のいずれかとなりますが、これまでに生じた事例の大半は上記（ⅱ）に該当するものであります。  

 ⑤ 製品の陳腐化、適正在庫の確保等について  

 ＩＣＴ市場における技術革新の速さは、一方で当社の製品及びサービスのライフサイクルを比較的短いもの

にしています。そのため、当社は、保有する在庫品の陳腐化により業績が悪影響を受けるリスクを負っていま

す。当社は、経験則と実勢をもとに四半期毎に所定の評価減又は廃棄処分を行うことによりこれに備えていま

す。また、当社が取り扱う製品の中には、市場の動向を反映して急激にその需要が増加するものがあるほか、

短納期での仕入を要求されるケースも増加しています。当社は、いわゆる売れ筋製品について需要の変化に対

応しうる適正在庫水準の維持に努めておりますが、当社の対応を超える変動により製品の供給不足が生じた場

合、顧客との間のビジネスチャンスを逸失し、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。  

- 7 -

ネットワンシステムズ㈱（7518）　平成22年3月期決算短信



  ⑥ シスコシステムズ合同会社との取引について  

 ＩＣＴ産業においては、技術が短期間のうちに進化し、市場環境が絶えず流動的に変化しておりますので、

当社は、多岐にわたるユーザーのニーズに応えるべく市場調査や技術研究開発を重視し、特定のメーカー系列

に属さず、いわゆるマルチベンダー環境を提供する方針をとっています。また、当社取扱製品について他の仕

入先から制約を受けるような契約は結んでおりません。現在、当社取扱製品に占めるシスコシステムズ社製品

の売上比率は、50％程度となっておりますが、今後も、マルチベンダー環境の下で競争力ある製品を常に取り

扱える体制を維持するように努めます。  

 ⑦ 情報漏洩について  

 ＩＣＴ市場に対して、ネットワークシステムの構築から高付加価値サービスの提供までを事業としている当

社では、事業遂行上、顧客の機密情報（個人情報を含む。）を受領して作業を進めることがあります。当該情

報を含む当社情報資産の管理及び保護は、当社の重要な経営課題であると共に社会的な責務と認識していま

す。しかしながら、当社情報資産が漏洩した場合は、損害賠償請求や信用失墜等により業績に悪影響を与える

恐れがあります。そのため当社では、2009年２月にＩＳＯ２７００１の認証を全社に拡大し、当社グループ内

及びパートナー企業を含め、情報管理に対する啓発活動を行うとともに情報資産管理体制の維持、強化等を推

進しております。  

  ⑧ 委託先管理について  

 当社はパートナー企業に業務委託を行うことにより、当社のソリューションをお客様に提供する場合があり

ます。この場合、法的問題が無いように契約の確認等は厳密に行っておりますが、万が一委託先などに問題が

生じた場合、法的制裁を受けるだけでなく顧客からの信頼が著しく低下し、当社の業績に悪影響を与える可能

性があります。  

 ⑨ 災害等による影響  

 当社は定期的な災害防止検査や設備点検を行っておりますが、すべての災害等を完全に防止または軽減でき

る保証はありません。例えば、本社機能・品質管理センター・テクニカルセンターは、東京都品川区にあり、

大地震等による災害が発生した場合には、本社機能、技術検証機能、物流機能等が著しく低下する可能性があ

ります。  

 ⑩ コンプライアンスについて  

 当社で業務に従事する者（派遣社員及び業務委託先の従業員を含む）が法令や社内規定を遵守するよう、教

育・研修などを通じた啓発活動により社員等のコンプライアンス意識を高めるとともに、社内外通報・相談窓

口の設置によりコンプライアンス違反の把握と未然防止に努めておりますが、万が一重大なコンプライアンス

違反が発生した場合、顧客等からの信頼を著しく損ね、当社の事業及び業績に悪影響を与える可能性がありま

す。   
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 当社グループは、当社、子会社５社及び関連会社２社から構成されており、ＩＣＴ市場に対して、 先端技術及

び商品を利用したネットワークシステムの構築から高付加価値サービスの提供までを事業としています。  

 連結子会社は、ネットワンパートナーズ株式会社、ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社及び株

式会社エクシードの３社です。持分法適用関連会社は、ＪＢＳテクノロジー株式会社及び株式会社スカイコムの２

社です。非連結子会社（持分法非適用会社）は、Net One Systems USA, Inc.及びビジネスアシュアランス株式会社

の２社です。当社グループ各社の役割及び事業系統図は下記記載のとおりです。   

  

［事業系統図］ 

 
※１ ネットワンパートナーズ株式会社は、お客様の特性や地域に即した営業体制の強化を図り、パートナー企業のソリ

ューションと当社グループのＩＣＴ技術を融合させた新たなビジネス領域の開拓を行っています。大規模なネット

ワークを自社で所有されていないお客様に対し、当社グループが新たなサービスの提供を行うことにより営業範囲

の拡大を図ります。  

※２ ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社は、当社グループのサービス事業を担う中核会社と位置づ

け、サービス実行体制の強化を図り、ネットワークの構築からネットワーク基盤上に設置されるプラットフォーム

やアプリケーション、運用サポートまでを一括して提供しています。 

※３ Net One Systems USA, Inc.は、米国のＩＣＴ市場の動向調査や 先端技術及び商品の開拓を行っています。  

※４ 株式会社エクシードは、データセンターに関連するコンサルティング、構築及び運用管理等を提供しています。ま

た、商用データセンターサービスも提供しています。 

※５ ビジネスアシュアランス株式会社は、お客様のＩＣＴシステムのセキュリティ監査や認証サービスを行っていま

す。当社グループは、お客様の情報セキュリティに関する企画・設計・構築から運用・監査までをワンストップで

提供できる体制を構築しています。 

※６ ＪＢＳテクノロジー株式会社は、ＩＣＴ環境の構築・運用・保守業務の技術者常駐サービスを行っています。 

※７ 株式会社スカイコムは、主にＩＣＴ関連ソフトウェアの開発と販売を行っています。 

２．企業集団の状況
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［商品群分類］  

 ネットワークシステムの構成機器及び提供するサービスの形態により、ネットワーク商品群、プラットフォーム商

品群、サービス商品群に分類しています（下表参照）。  

 当社グループの事業は、各商品群の組み合わせによるシステム販売が大部分を占めています。  

  

（注）ネットワーク商品群（ＮＩ） 

       ＩＣＴシステムを構築する際になにより求められることは、スムーズなトラフィック環境を実現し、安定したパ

フォーマンスを提供することです。ネットワーク商品群では、ハイエンドのルータやスイッチを中心に、効率的な

ネットワークインフラ製品を提供するとともに、光伝送・モバイル・無線など、多様化する高機能ネットワークの

基盤を支える物理的な伝送路媒体のインテグレーションを、設計・施工を通じて提供します。 

   プラットフォーム商品群（ＰＦ） 

    社会基盤としての情報コミュニケーションを支えるプラットフォーム構築には、セキュリティ技術、サーバ・ス

トレージなどを仮想化技術にて統合し、利便性や効率性を高め、動画配信、音声・データ等を違和感なく同じ操作

で利用できるなどの付加価値の高い安心かつ安全なシステムの稼働が必要とされています。プラットフォーム商品

群では、これらのＩＣＴシステムに必要な機器や利用環境を想定した設計及び構築を提供するとともに、ユニファ

イドコミュニケーションにより、お客様の生産性向上を推進していきます。 

   サービス商品群（ＳＩ） 

    ＩＣＴシステム構築の際の機器選定から設計・導入、そして運用保守・管理まで、ＩＣＴシステムを一貫してサ

ポートするのがサービス商品群です。ＩＣＴシステムを24時間365日安定運用できることを基本とし、トラフィッ

ク監視をはじめとした運用管理や適切な障害対応などにより、安心できる環境を提供します。さらに、トラフィッ

ク分析・課金管理のサポートによるランニングコストの削減やＩＣＴシステム管理者向けの管理手法・ 新技術情

報の教育などのサービスも提供します。   

商品群 概要 主要商品 

ネットワーク商品群 

（ＮＩ） 

ネットワークインフラ製品 

ファシリティ製品 

ルータ、スイッチ 

光伝送、無線 

プラットフォーム商品群 

（ＰＦ） 

プラットフォーム製品 

セキュリティ製品 

ユニファイドコミュニケーション製品 

ネットワークアプリケーション製品  

サーバ・ストレージ 

ファイアウォール、認証・検疫 

ＩＰフォン、ビデオ会議システム 

負荷分散装置  

サービス商品群 

（ＳＩ） 

運用支援、設置 

総合保守、遠隔監視 

配線設計、図面管理  

施工（選定・調達・工事） 

コンサルティング  

総合教育 

インストール  

保守・運用管理、オペレーションセンター 

配線工事 

  

コンサルティング  
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、ステークホルダーの皆様から信頼される企業集団となることを経営理念とし、① 先端技術力の習得に努

め、日本におけるＩＣＴ市場でのリーディングカンパニーを目指すこと、②急激な市場の変化に柔軟かつ迅速に対応

し、積極的に新規事業の創出と業容の拡大を図ることにより、高成長、高収益の会社を目指すとともに、地球環境・

ＩＣＴ市場・市民社会に対し貢献することを経営の基本方針としています。 

 この基本方針に基づき、当社の行動指針を規定したビジョンブックを作成し、当社グループの目指すべきゴール

を、すべてのステークホルダーの皆様から信頼され支持される企業、すなわち「アドマイヤード・カンパニーになる

こと」とし、「７つのミッション」と「８つの行動テーマ」を定義しました。７つのミッションとは、「株主に対す

る責任」、「お客様に対する責任」、「パートナーに対する責任」及び「社員に対する責任」並びに「ＩＣＴ市場に

対する貢献」、「市民社会に対する貢献」及び「地球環境に対する貢献」の４つの責任と３つの貢献で構成されてい

ます。  

 この行動指針を実行、推進し、先進の高度技術力を核として、社会のニーズと時代の要請に適したビジネスモデル

の創出と新規市場の開拓を通じて、「継続した成長」・「顧客満足度の向上」に努めます。  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループが創造する付加価値がＩＣＴ市場における継続的な収益成長を可能にすると判断し、当社の目標とし

て「営業利益率の向上」を掲げており、将来的な営業利益率は10％を目指します。なお、次期平成23年３月期での営

業利益率は、市場環境を勘案し５％を目指します。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、ＩＣＴ市場において継続的な成長を達成するために、次のような方針を定めるとともに、その徹底を図っ

ています。 

 ＩＣＴ市場の構成３要素（ネットワーク、プラットフォーム及びコンテンツ）の定義において、当社ではコンテン

ツを除くＩＣＴ市場にて、「知的自律型のＩＣＴ基盤システム」を提供し、新世代のＩＣＴ基盤全般をサポートする

企業への転換を加速しています。 

 具体的には、ＩＣＴ市場の構成３要素に則し、対象事業領域をネットワーク機器販売と付随するサービス提供とい

った「ネットワーク事業領域」に加え、セキュリティ、サーバ・ストレージなどを仮想化技術にて統合したＩＣＴシ

ステムとしてのプラットフォーム（ネットワーク基盤を含む）やＩＰアプリケーションなどの新たな付加価値を提供

する「プラットフォーム事業領域」までを展開及び加速しています。また、ネットワーク技術・仮想化技術を中核と

したコンサルテーションから運用管理までを統合的に網羅した、「サービス事業」を展開することにより、多くのお

客様が効率よく、且つ簡便に利活用できるＩＣＴシステムのより一層の浸透、拡大を目指します。   

(4）会社の対処すべき課題 

 目標とする経営指標及び中長期経営戦略の達成のためには、マーケットカバーの拡大、市場対応力の更なる強化、

継続した商材の発掘が大切と考えています。  

 当社グループは、顧客・市場に対し直接関与するとともに、パートナービジネスを経由して更なるマーケットの新

規開拓や既存顧客の深耕を行います。また、顧客満足度向上・サービス事業の展開促進のために、システム保守・運

用基盤の強化により提供するサービスの付加価値の向上や新規サービス市場への参入を行います。さらに、マーケテ

ィング力・ソリューション開発力の強化により継続した商材の発掘に注力するとともに、市場の要求に的確に対応で

きる人財の育成に努めます。  

 これらの施策により、お客様のニーズに細かく対応した付加価値の高いＩＣＴシステムを提供し、顧客満足度の向

上に努めるとともに継続的な成長を図ります。 

３．経営方針
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,700 9,419

受取手形及び売掛金 32,408 36,092

有価証券 9,998 5,999

商品 7,087 8,619

未着商品 552 368

未成工事支出金 3,248 1,828

貯蔵品 5 61

繰延税金資産 1,337 733

その他 3,178 5,478

貸倒引当金 △44 △33

流動資産合計 70,472 68,568

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,121 1,360

減価償却累計額 △573 △508

建物（純額） 547 852

工具、器具及び備品 21,960 23,359

減価償却累計額 △16,957 △18,862

工具、器具及び備品（純額） 5,002 4,497

賃貸資産 3 3

減価償却累計額 △3 △3

賃貸資産（純額） 0 －

有形固定資産合計 5,550 5,350

無形固定資産   

のれん 2 909

その他 1,448 1,317

無形固定資産合計 1,451 2,226

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  754 ※1  466

長期貸付金 10 18

繰延税金資産 2,199 2,156

その他 ※1  1,510 1,510

貸倒引当金 △115 △46

投資その他の資産合計 4,358 4,105

固定資産合計 11,361 11,682

資産合計 81,833 80,251
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,077 15,176

リース債務 343 520

未払金 1,400 1,180

未払法人税等 3,427 397

前受金 4,552 5,619

賞与引当金 1,049 1,288

役員賞与引当金 135 66

関係会社整理損失引当金 27 －

その他 2,042 940

流動負債合計 27,056 25,191

固定負債   

リース債務 356 605

長期未払金 4 4

その他 6 8

固定負債合計 367 618

負債合計 27,423 25,809

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 37,720 38,583

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 53,286 54,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 △13

繰延ヘッジ損益 126 216

評価・換算差額等合計 114 203

少数株主持分 1,009 90

純資産合計 54,409 54,441

負債純資産合計 81,833 80,251
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 131,119 124,370

売上原価 98,482 94,668

売上総利益 32,637 29,702

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  23,756 ※1, ※2  24,701

営業利益 8,881 5,000

営業外収益   

受取利息 117 64

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 0 －

関係会社業務受託収入 0 0

団体保険配当金 36 27

出資金運用益 9 －

その他 57 50

営業外収益合計 223 142

営業外費用   

支払利息 21 41

持分法による投資損失 － 9

自己株式取得手数料 2 －

為替差損 27 5

創立費 4 －

開業費 11 －

出資金運用損 － 11

その他 0 4

営業外費用合計 68 74

経常利益 9,036 5,069

特別利益   

投資有価証券売却益 153 3

貸倒引当金戻入額 8 103

特別利益合計 161 106

特別損失   

固定資産除却損 ※3  61 ※3  163

投資有価証券売却損 11 49

投資有価証券評価損 221 1

関係会社整理損 － 6

関係会社整理損失引当金繰入額 27 －

その他 20 －

特別損失合計 342 219

税金等調整前当期純利益 8,856 4,956

法人税、住民税及び事業税 4,363 1,630

法人税等調整額 △553 595

法人税等合計 3,809 2,225

少数株主利益 148 96

当期純利益 4,897 2,634
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,279 12,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,279 12,279

資本剰余金   

前期末残高 19,453 19,453

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,453 19,453

利益剰余金   

前期末残高 33,870 37,720

当期変動額   

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,897 2,634

当期変動額合計 3,850 862

当期末残高 37,720 38,583

自己株式   

前期末残高 △7,702 △16,167

当期変動額   

自己株式の取得 △8,465 －

当期変動額合計 △8,465 －

当期末残高 △16,167 △16,167

株主資本合計   

前期末残高 57,900 53,286

当期変動額   

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,897 2,634

自己株式の取得 △8,465 －

当期変動額合計 △4,614 862

当期末残高 53,286 54,148
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 55 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 △1

当期変動額合計 △67 △1

当期末残高 △12 △13

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △146 126

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 272 90

当期変動額合計 272 90

当期末残高 126 216

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △90 114

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 88

当期変動額合計 205 88

当期末残高 114 203

少数株主持分   

前期末残高 860 1,009

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 148 △919

当期変動額合計 148 △919

当期末残高 1,009 90

純資産合計   

前期末残高 58,670 54,409

当期変動額   

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,897 2,634

自己株式の取得 △8,465 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 354 △830

当期変動額合計 △4,260 32

当期末残高 54,409 54,441
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 8,856 4,956

減価償却費 3,192 3,399

のれん償却額 3 94

賞与引当金の増減額（△は減少） 311 239

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 107 △68

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 △80

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 27 △27

受取利息及び受取配当金 △118 △64

持分法による投資損益（△は益） △0 9

支払利息 21 41

固定資産除却損 61 163

投資有価証券売却損益（△は益） △141 46

投資有価証券評価損益（△は益） 221 1

売上債権の増減額（△は増加） △359 △2,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,676 15

未収消費税等の増減額（△は増加） △6 △203

その他の流動資産の増減額（△は増加） △630 △543

仕入債務の増減額（△は減少） △2,441 1,066

未払消費税等の増減額（△は減少） 641 △597

その他の流動負債の増減額（△は減少） 771 △788

その他 △96 △86

小計 12,009 4,999

利息及び配当金の受取額 117 70

利息の支払額 △21 △41

法人税等の支払額 △2,143 △5,471

その他 52 72

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,014 △372

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 △2,314 △2,221

無形固定資産の取得による支出 △584 △348

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 168 60

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 △11 △110

貸付金の回収による収入 11 66

出資金の払込による支出 △0 △0

出資金の回収による収入 2 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 123

その他 △190 △56

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,055 △4,609
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △299 △531

自己株式の取得による支出 △8,467 －

配当金の支払額 △1,044 △1,765

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,811 △2,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,852 △7,278

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期末残高 ※  22,698 ※  15,419
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 (1）連結子会社の数   ３社 

  連結子会社の名称 

ネットワークサービスアンドテクノ

ロジーズ株式会社 

ネットワンパートナーズ株式会社  

なお、平成20年11月にネットワンパ

ートナーズ株式会社を新規設立した

ことに伴い、当連結会計年度より同

社を連結の範囲に含めております。

連結子会社の名称 

ネットワークサービスアンドテクノ

ロジーズ株式会社 

ネットワンパートナーズ株式会社  

株式会社エクシード 

なお、株式会社エクシードは、平成

22年２月に株式の追加取得を行った

ことにより、当連結会計年度より同

社を連結の範囲に含めております。

   (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

Net One Systems USA, Inc.（旧社

名 Tennoz Initiative Inc.） 

網一系統貿易（上海）有限公司 

ビジネスアシュアランス株式会社  

なお、ビジネスアシュアランス株式

会社は、平成20年５月に設立した完

全子会社であります。 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

Net One Systems USA, Inc. 

ビジネスアシュアランス株式会社  

  

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）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）持分法適用の関連会社数    ３社 

会社の名称 

株式会社スカイコム 

ＪＢＳテクノロジー株式会社 

株式会社エクシード 

なお、平成20年９月に株式会社エク

シードの株式を取得したことに伴

い、当連結会計年度より同社を持分

法適用の関連会社に含めておりま

す。 

(1）持分法適用の関連会社数    ２社 

会社の名称 

株式会社スカイコム 

ＪＢＳテクノロジー株式会社 

  

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

(Net One Systems USA, Inc.（旧社名

Tennoz Initiative Inc.）、網一系統

貿易（上海）有限公司及びビジネスア

シュアランス株式会社)は、それぞれ

当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸

表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、持分

法の適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

(Net One Systems USA, Inc.、ビジネ

スアシュアランス株式会社)は、それ

ぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財

務諸表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、

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

連結子会社のうち株式会社エクシードの決

算日は12月31日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、１月１

日から連結決算日３月31日までの期間に発

生した重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

なお、株式会社エクシードは、平成22年２

月に株式の追加取得を行いましたが、連結

決算日をみなし取得日としたため、当該事

業年度の損益につきましては、持分法を適

用しております。 

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 

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 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償

却原価法（定額法） 

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 

商品 

移動平均法による原価法（貸借対

照表価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） 

③ たな卸資産 

商品 

同左  

  未成工事支出金 

個別法による原価法（貸借対照表

価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  

同左 

  （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

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

──────  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (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（リース資産を除く）

定率法 

ただし、賃貸資産については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

建物         ３～26年  

工具、器具及び備品  ２～20年  

賃貸資産         ６年 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、賃貸資産については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

建物         ３～31年 

工具、器具及び備品  ２～20年 

賃貸資産         ６年 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエア 

同左 

  販売用ソフトウエア 

見込販売可能期間（３年）に基づ

く定額法 

販売用ソフトウエア 

同左 

  ③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減

価償却方法と同一の方法を採用し

ております。 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

同左 

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

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。 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

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

による計算額を、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 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ③ 役員賞与引当金  

役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

③ 役員賞与引当金  

同左 

  ④ 関係会社整理損失引当金  

関係会社の整理に伴う損失に備える

ため、当該会社の財政状態等を勘案

して損失負担見込額を計上しており

ます。 

────── 

 (4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準  

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

 (5）重要なヘッジ会計の方

法  

 

① へッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。ただし、為替予約のうち、振当

処理の要件を満たしている場合は振

当処理を採用しております。 

① へッジ会計の方法 

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：外貨建予定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

取引限度額及び取引権限を定めた社

内管理規程に従って、将来購入する

業務用資産に係わる外貨建債務の為

替変動リスクをヘッジしておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジに高い

有効性があるとみなされるため、有

効性の評価については省略しており

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 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

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 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６. のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、５年間の均等償

却を行っております。 

同左 

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、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22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、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。 

なお、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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、資産及び負

債並びに損益に与える影響はそれぞれ軽微であります。 

──────  

表示方法の変更

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

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

（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）が適用されたことに伴い、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」「未着商品」「未成工

事支出金」「貯蔵品」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」

「未着商品」「未成工事支出金」「貯蔵品」は、それぞ

れ8,920百万円、394百万円、3,248百万円、６百万円であ

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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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(株式) 389百万円

(投資その他の資産)その他(出資

金) 

104百万円

投資有価証券(株式) 293百万円

    

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 21,200百万円

借入実行残高 －  

差引額 21,200  

当座貸越極度額の総額 21,200百万円

借入実行残高 －  

差引額 21,200  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給与手当 8,732百万円

賞与引当金繰入額 815  

役員賞与引当金繰入額 135  

貸倒引当金繰入額 151  

賃借料 2,076  

減価償却費 1,415  

のれん償却額 3  

給与手当 8,501百万円

賞与引当金繰入額 1,034  

役員賞与引当金繰入額 66  

貸倒引当金繰入額 23  

賃借料 2,221  

減価償却費 1,470  

のれん償却額 94  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、2,515

百万円であります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

百万円であります。 

2,547

※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 13百万円

工具、器具及び備品 48  

計 61  

        

建物 116百万円

工具、器具及び備品 46  

計 163  
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．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）普通株式の自己株式の株式数の増加は、平成20年12月10日開催の取締役会決議に基づく買い付け50,000株による

ものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  551,900  －  －  551,900

合計  551,900  －  －  551,900

自己株式         

普通株式（注）  53,355  50,000  －  103,355

合計  53,355  50,000  －  103,355

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  623  1,250 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  423  850 平成20年９月30日 平成20年11月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,054  利益剰余金  2,350 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   平成22年６月17日開催の定時株主総会に付議する予定であります。 

  

  
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  551,900  －  －  551,900

合計  551,900  －  －  551,900

自己株式         

普通株式  103,355  －  －  103,355

合計  103,355  －  －  103,355

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  1,054  2,350 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  717  1,600 平成21年９月30日 平成21年11月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  717  利益剰余金  1,600 平成22年３月31日 平成22年６月18日

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※  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 

※  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） （平成22年３月31日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 12,700

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
9,998

現金及び現金同等物 22,698

  （百万円）

現金及び預金勘定 9,419

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
5,999

現金及び現金同等物 15,419
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

 当社グループはネットワークシステムの構築とその運用・管理サービスを中心とした事業を行っており、全

て同一セグメントに属するため、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。 

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

日 至 平成22年３月31日）  

 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。 

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

日 至 平成22年３月31日）  

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 （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。 

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

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額   119,053.27円

１株当たり当期純利益金額    10,133.09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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額   121,173.67円

１株当たり当期純利益金額    5,872.43円

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）      54,409          54,441

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
1,009    90

（うち少数株主持分） （1,009）  （ ）  90

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）      53,400          54,351

 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） 
         448,545              448,545

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  4,897  2,634

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（百万円）  4,897  2,634

期中平均株式数（株）  483,339  448,545
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該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等に

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。  

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,711 5,985

受取手形 766 516

売掛金 31,337 34,197

有価証券 9,998 5,999

商品 7,087 7,871

未着商品 552 353

未成工事支出金 3,254 1,775

貯蔵品 5 60

前渡金 3 1

前払費用 2,690 3,122

繰延税金資産 1,077 480

短期貸付金 4 340

未収還付法人税等 － 779

その他 590 1,825

貸倒引当金 △45 △21

流動資産合計 67,035 63,289

固定資産   

有形固定資産   

建物 959 1,176

減価償却累計額 △544 △443

建物（純額） 415 733

工具、器具及び備品 15,306 16,467

減価償却累計額 △10,918 △12,528

工具、器具及び備品（純額） 4,388 3,939

賃貸資産 3 3

減価償却累計額 △3 △3

賃貸資産（純額） 0 －

有形固定資産合計 4,804 4,672

無形固定資産   

ソフトウエア 1,013 849

その他 0 0

無形固定資産合計 1,013 849
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 364 166

関係会社株式 2,279 4,280

出資金 34 25

関係会社出資金 104 －

従業員に対する長期貸付金 10 18

破産更生債権等 115 37

長期前払費用 7 10

繰延税金資産 1,368 1,453

敷金及び保証金 925 996

その他 95 142

貸倒引当金 △115 △37

投資その他の資産合計 5,191 7,094

固定資産合計 11,008 12,616

資産合計 78,044 75,905

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,252 14,897

リース債務 343 520

未払金 1,175 1,047

未払費用 1,103 253

未払法人税等 3,176 －

未払消費税等 634 －

前受金 3,935 5,025

預り金 80 87

賞与引当金 720 854

役員賞与引当金 124 55

関係会社整理損失引当金 27 －

その他 22 276

流動負債合計 25,596 23,018

固定負債   

リース債務 356 605

固定負債合計 356 605

負債合計 25,953 23,623
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279

資本剰余金   

資本準備金 19,453 19,453

資本剰余金合計 19,453 19,453

利益剰余金   

利益準備金 86 86

その他利益剰余金   

別途積立金 31,240 33,830

繰越利益剰余金 5,084 2,603

利益剰余金合計 36,411 36,520

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 51,976 52,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 △13

繰延ヘッジ損益 126 208

評価・換算差額等合計 114 195

純資産合計 52,091 52,281

負債純資産合計 78,044 75,905
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 90,187 79,100

ネットワークサービス売上高 39,307 40,661

売上高合計 129,494 119,761

売上原価   

期首商品たな卸高 8,920 7,087

期首未成工事支出金 3,252 3,254

当期商品仕入高 72,739 65,333

当期外注費 23,589 27,309

他勘定受入高 3,037 2,901

合計 111,538 105,886

他勘定振替高 1,114 869

期末商品たな卸高 7,087 7,871

期末未成工事支出金 3,254 1,775

売上原価合計 100,082 95,369

売上総利益 29,411 24,392

販売費及び一般管理費 21,306 21,076

営業利益 8,105 3,315

営業外収益   

受取利息 23 4

有価証券利息 93 57

受取配当金 1 0

関係会社業務受託収入 48 294

団体保険配当金 32 22

出資金運用益 9 －

その他 56 48

営業外収益合計 265 428

営業外費用   

支払利息 21 41

自己株式取得手数料 2 －

為替差損 27 5

出資金運用損 － 11

その他 0 1

営業外費用合計 51 60

経常利益 8,319 3,682
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 153 3

貸倒引当金戻入額 8 103

特別利益合計 161 106

特別損失   

固定資産除却損 60 158

投資有価証券売却損 11 49

投資有価証券評価損 221 1

関係会社株式評価損 － 112

関係会社整理損 － 6

関係会社整理損失引当金繰入額 27 －

その他 20 －

特別損失合計 340 328

税引前当期純利益 8,141 3,460

法人税、住民税及び事業税 4,006 1,123

法人税等調整額 △519 456

法人税等合計 3,487 1,579

当期純利益 4,653 1,881
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 12,279 12,279

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,279 12,279

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,453 19,453

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,453 19,453

資本剰余金合計   

前期末残高 19,453 19,453

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,453 19,453

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86 86

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 86 86

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 29,600 31,240

当期変動額   

別途積立金の積立 1,640 2,590

当期変動額合計 1,640 2,590

当期末残高 31,240 33,830

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,117 5,084

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,640 △2,590

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,653 1,881

当期変動額合計 1,966 △2,480

当期末残高 5,084 2,603

利益剰余金合計   

前期末残高 32,804 36,411

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,653 1,881

当期変動額合計 3,606 109

当期末残高 36,411 36,520
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △7,702 △16,167

当期変動額   

自己株式の取得 △8,465 －

当期変動額合計 △8,465 －

当期末残高 △16,167 △16,167

株主資本合計   

前期末残高 56,834 51,976

当期変動額   

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,653 1,881

自己株式の取得 △8,465 －

当期変動額合計 △4,858 109

当期末残高 51,976 52,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 55 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 △1

当期変動額合計 △67 △1

当期末残高 △12 △13

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △146 126

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 272 82

当期変動額合計 272 82

当期末残高 126 208

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △90 114

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 81

当期変動額合計 205 81

当期末残高 114 195

純資産合計   

前期末残高 56,743 52,091

当期変動額   

剰余金の配当 △1,046 △1,771

当期純利益 4,653 1,881

自己株式の取得 △8,465 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 81

当期変動額合計 △4,652 190

当期末残高 52,091 52,281
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 該当事項はありません。 

  

役員の異動  

 該当事項はありません。  

 

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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