
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  25,741  △8.3  133  △87.3  167  △84.2  △107  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  △239  18  －      

22年３月期第１四半期  1,316  39  －      

  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 

23年３月期第１四半期  75,974  53,176  69.8  118,300  26

22年３月期  80,251  54,441  67.7  121,173  67

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 53,062百万円 22年３月期 54,351百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －   1,600 00 － 1,600 00  3,200  00

23年３月期   －  

23年３月期（予想）  1,100 00 － 1,100 00  2,200  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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



４．その他（詳細は、【添付資料】４ページ「２. その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 

（注）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の有無となります。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

②  ①以外の変更               ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

  

※  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、【添付資料】３ページ「１. 当四半期の連結業績等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」をご覧ください。  

  

新規 －社  （     － ） 除外 －社 （    － ）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 551,900株 22年３月期 551,900株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 103,355株 22年３月期 103,355株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 448,545株 22年３月期１Ｑ 448,545株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  11

（７）その他注記情報 …………………………………………………………………………………………………  11

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成23年3月期 第１四半期決算短信

-　1　-



（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 従来、連結経営成績におけるマーケット別内訳については、首都圏民間企業（ＥＰ系）、通信事業者・インター

ネットサービスプロバイダー（ＳＰ系）、地域・公共（ＡＰ系）及びパートナー事業（ネットワンパートナーズ株

式会社(ＮＯＰ)）の４つの区分で開示しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より、「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」の適用に伴い、従来の４つの区分に「その他」を加えた５つの区分で開示することにいた

しました。「その他」に区分される主なものは、株式会社エクシードが行うサーバサービス事業です。  

 なお、報告セグメントの概要については、添付資料10ページの「３.四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報

【セグメント情報】」に記載のとおりであります。また、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用初

年度であるため、前年同四半期比較は行っておりませんが、ご参考までに、従来の区分で集計した前年同四半期の

数値を四半期決算補足説明資料「2011年３月期 第１四半期 決算説明会資料」３ページに記載しております。 

  

① マーケット別の受注高・売上高・受注残高 

 当第１四半期連結累計期間における受注高は314億39百万円となり、１億59百万円（前年同四半期比0.5％増）の

増加となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで57億76百万円、ＳＰ系マーケットで146億31百万

円、ＡＰ系マーケットで80億20百万円、パートナー事業で29億12百万円及びその他で98百万円です。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は257億41百万円となり、23億22百万円（前年同四半期比8.3％減）の

減少となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで49億50百万円、ＳＰ系マーケットで131億65百万

円、ＡＰ系マーケットで49億64百万円、パートナー事業で25億63百万円及びその他で97百万円です。 

 当第１四半期連結累計期間における受注残高は487億18百万円となり、63億７百万円（前年同四半期比14.9％

増）の増加となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで98億81百万円、ＳＰ系マーケットで170億

36百万円、ＡＰ系マーケットで180億１百万円、パートナー事業で37億97百万円及びその他で１百万円です。 

  

②商品群別の受注高・売上高 

 商品群別の受注高は、ネットワーク商品群が185億44百万円（前年同四半期比6.8％増、11億72百万円増）、プラ

ットフォーム商品群が30億46百万円（前年同四半期比9.2％増、２億55百万円増）、サービス商品群が98億48百万

円（前年同四半期比11.4％減、12億69百万円減）となりました。 

 商品群別の売上高は、ネットワーク商品群が139億71百万円（前年同四半期比11.1％減、17億41百万円減）、プ

ラットフォーム商品群が22億92百万円（前年同四半期比0.1％増、２百万円増）、サービス商品群が94億77百万円

（前年同四半期比5.8％減、５億83百万円減）となりました。 

  

③損益の状況 

 当第１四半期連結累計期間の損益の状況は、前述のとおり売上高が257億41百万円（前年同四半期比8.3％減、23

億22百万円減）、売上原価が194億57百万円（前年同四半期比7.6％減、16億４百万円減）となったため、売上総利

益は62億84百万円（前年同四半期比10.3％減、７億18百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費が61

億50百万円（前年同四半期比3.4％増、２億１百万円増）となった結果、営業利益は１億33百万円（前年同四半期

比87.3％減、９億19百万円減）となり、経常利益は１億67百万円（前年同四半期比84.2％減、８億88百万円減）と

なりました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として84百万円を特別損失に計上したことや、資産

除去債務に対する税効果のスケジューリングが困難であること等から法人税等調整額94百万円を計上したため、四

半期純損失は１億７百万円（前年同四半期は四半期純利益５億90百万円）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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759億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて42億77百万円の減

少（5.3％減）となりました。  

 個別に見ますと、流動資産は645億35百万円となり、前連結会計年度末に比べて40億33百万円の減少（5.9％減）

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が131億39百万円減少し、一方で、現金及び預金と有価証券が合

計で84億73百万円増加したことによるものです。また、固定資産は114億38百万円となり、前連結会計年度末に比

べて２億44百万円の減少（2.1％減）となりました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は227億97百万円となり、前連結会計年度末に比べて30億11百万円の減

少（11.7％減）となりました。これは主に、買掛金が55億39百万円減少し、一方で、前受金が26億11百万円増加し

たことによるものです。  

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は531億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億65百万円の

減少（2.3％減）となりました。これは主に、剰余金の処分等により利益剰余金が８億24百万円、また、金融商品

の時価評価により評価・換算差額等が合計で４億63百万円それぞれ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仕入債務の支払い等により営業活動による

キャッシュ・フローは95億71百万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、営業用固定資産の取得等により３億９百万円の支出とな

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７億87百万円の支出となり、

差引で現金及び現金同等物は84億73百万円増加しました。その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は238億

93百万円となりました。 

 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95億71百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ41億55百万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65億40百万円収入が増加し、また、法人税等の支払額の減少によ

り29億19百万円支出が減少し、一方で、仕入債務の支払額の増加により48億26百万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３億９百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ６億25百万円の支出減となりまし

た。これは主に、投資有価証券の売却による収入が１億86百万円増加し、また、投資有価証券及び関係会社株式の

取得による支出が無かったこと（前年同四半期連結累計期間は２億24百万円支出）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７億87百万円となり、前第１四半期連結累計期間に比べ２億56百万円の支出減となりまし

た。これは主に、配当金の支払額が２億59百万円減少したことによるものです。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年３月期決算短信（平成22年４月30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。    
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。  

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が87百万円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は207百万円であります。  

② ①以外の変更 

  該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,893 9,419

受取手形及び売掛金 22,953 36,092

有価証券 12,999 5,999

商品 8,080 8,619

未着商品 558 368

未成工事支出金 2,510 1,828

貯蔵品 46 61

繰延税金資産 1,054 733

その他 5,463 5,478

貸倒引当金 △25 △33

流動資産合計 64,535 68,568

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 4,407 4,497

その他 962 852

有形固定資産合計 5,370 5,350

無形固定資産   

のれん 859 909

その他 1,236 1,317

無形固定資産合計 2,096 2,226

投資その他の資産   

投資有価証券 458 466

繰延税金資産 2,059 2,156

その他 1,500 1,529

貸倒引当金 △46 △46

投資その他の資産合計 3,971 4,105

固定資産合計 11,438 11,682

資産合計 75,974 80,251
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,637 15,176

リース債務 519 520

未払金 1,081 1,180

未払法人税等 160 397

前受金 8,231 5,619

賞与引当金 847 1,288

役員賞与引当金 － 66

その他 1,572 940

流動負債合計 22,051 25,191

固定負債   

リース債務 529 605

資産除去債務 208 －

長期未払金 4 4

その他 4 8

固定負債合計 746 618

負債合計 22,797 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 37,758 38,583

自己株式 △16,167 △16,167

株主資本合計 53,323 54,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △13

繰延ヘッジ損益 △245 216

評価・換算差額等合計 △260 203

少数株主持分 113 90

純資産合計 53,176 54,441

負債純資産合計 75,974 80,251
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 28,064 25,741

売上原価 21,061 19,457

売上総利益 7,002 6,284

販売費及び一般管理費 5,949 6,150

営業利益 1,052 133

営業外収益   

受取利息 19 6

受取配当金 0 －

関係会社業務受託収入 0 －

為替差益 5 7

販売報奨金 － 21

その他 10 12

営業外収益合計 35 47

営業外費用   

支払利息 9 10

持分法による投資損失 22 2

出資金運用損 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 32 13

経常利益 1,055 167

特別利益   

貸倒引当金戻入額 104 8

特別利益合計 104 8

特別損失   

固定資産除却損 13 4

投資有価証券評価損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 84

特別損失合計 14 88

税金等調整前四半期純利益 1,145 87

法人税、住民税及び事業税 24 76

法人税等調整額 478 94

法人税等合計 503 171

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △84

少数株主利益 51 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） 590 △107
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,145 87

減価償却費 727 684

のれん償却額 0 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △72 △441

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △135 △66

貸倒引当金の増減額（△は減少） △104 △8

受取利息及び受取配当金 △19 △6

持分法による投資損益（△は益） 22 2

支払利息 9 10

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 84

売上債権の増減額（△は増加） 9,210 15,751

たな卸資産の増減額（△は増加） 987 △318

未収消費税等の増減額（△は増加） △6 210

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,119 △691

仕入債務の増減額（△は減少） △730 △5,556

未払消費税等の増減額（△は減少） △449 81

その他の流動負債の増減額（△は減少） △711 69

その他 △61 △24

小計 8,694 9,917

利息及び配当金の受取額 15 5

利息の支払額 △9 △10

法人税等の支払額 △3,295 △375

その他 9 33

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,415 9,571

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 △473 △375

無形固定資産の取得による支出 △67 △132

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 0 186

関係会社株式の取得による支出 △124 －

貸付けによる支出 △3 △4

貸付金の回収による収入 4 5

出資金の払込による支出 △0 －

その他 △170 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △934 △309

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 △121 △120

配当金の支払額 △922 △663

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,044 △787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,435 8,473

現金及び現金同等物の期首残高 22,698 15,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,134 23,893
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 該当事項はありません。   

  

  

前第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）  

 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）  

 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）  

 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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、

高経営意思決定機関である取締役会及び経営委員会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、市場・顧客別の営業体制を敷いており、本社及び各地方拠点の営業組織は、当社グループが

取り扱う商品・サービス等の販売計画及び販売戦略をそれぞれ立案し、事業活動を展開しております。  

 これらにより、当社グループは、市場・顧客別の営業体制を基礎としたマーケット別のセグメントから構成さ

れており、首都圏の一般民間企業を主なマーケットとする「ＥＰ事業」、通信事業会社（キャリア）を主なマー

ケットとする「ＳＰ事業」、地域民間企業及び官公庁を主なマーケットとする「ＡＰ事業」、ネットワンパート

ナーズ株式会社が主幹する「パートナー事業」の４つを報告セグメントとしております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

（単位：百万円） 

   
（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サーバサービス事業等を含んで

おります。  

    ２. セグメント利益（営業利益）の調整額△3,143百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△3,618百万円及びたな卸資産の調整額518百万円が含まれております。全社費用は、主に商品評価及び品

質保証等の費用を含んだ一般管理費であります。   

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。   

【セグメント情報】

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 ＥＰ 

事業 
ＳＰ 
事業 

ＡＰ
事業 

パートナ
ー事業 

計

売上高               

外部顧客への

売上高 
 4,950  13,165  4,964  2,563  25,644  97  25,741  －  25,741

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  3  －  －  3  120  124  △124  －

計  4,950  13,168  4,964  2,563  25,647  218  25,865  △124  25,741

セグメント利益  153  2,343  177  504  3,177  99  3,276  △3,143  133
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 該当事項はありません。  

  

（四半期連結損益計算書関係）  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

 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。 

 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 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  

給与手当 2,321百万円

賞与引当金繰入額 700  

賃借料 536  

減価償却費 320  

のれん償却額 50  
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