
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） 

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた
め記載しておりません。  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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） 
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上場会社名 ネットイヤーグループ株式会社 上場取引所  東 

コード番号 3622 ＵＲＬ  http://www.netyear.net/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長  （氏名）石黒 不二代 

問合せ先責任者  （役職名） 経理部長 （氏名）播本 孝 （ＴＥＬ）  03（5728）0580 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 無     

  （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  549  △7.3  △152  －  △155  －  △171  －

22年３月期第１四半期  592  10.0  △99  －  △101  －  △103  －

  
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  △2,613  59        －

22年３月期第１四半期  △1,593  64        －

  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  1,872  1,653  88.3  25,198  14

22年３月期  2,157  1,846  85.6  28,136  73

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,652百万円 22年３月期 1,845百万円

  
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        －  0 00      － 325 00  325  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  0 00      － 325 00  325  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％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）  1,540  9.8  △46  －  △46  －  △82  －  △1,250  08

通期  3,400  10.7  75  26.5  75  17.5  25  △63.7  381  12

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

新規       －社 （社名）                     除外       －社 （社名） 

（注）１．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．平成22年４月28日に株式会社モバプロネットの株式を売買により取得したことにより、当社の子会社

となったため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当

しません。  

  

（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 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・平成22年５月11日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま

す。   

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更        ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 65,596株 22年３月期 65,596株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 65,596株 22年３月期１Ｑ 65,257株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の成長や政府の経済対策の効果を背景に、緩やかな回

復基調に転じておりますが、デフレの持続や欧州発の金融危機といった景気下振れリスクも存在しており、依然と

して先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、当社グループが提唱する「Webセントリックマーケティング」という、

PCやモバイルといったウェブ技術を全てのマーケティング活動の中核に位置づけるマーケティング手法の推進に努

めるとともに、営業体制を強化し、中長期的な観点に立った投資も開始しております。当社におきましては、顧客

企業に対して総合的な提案を行なうためのプランニング部門の他、インターネットの最先端技術を駆使したサービ

スやツール開発を目的としたＲ＆Ｄ部門を設置し、また本年４月には、モバイル領域の体制強化として、モバイル

コンテンツの開発を主たる事業とする株式会社モバプロネットを連結子会社化いたしました。なお業績面に関しま

しては、一部大型プロジェクトの検収が遅れていること等が影響し、前年同時期比較で減収となっております。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、549百万円(前年同期比7.3%減)、営業損失152百万円（前年

同期は営業損失99百万円）、経常損失155百万円（前年同期は経常損失101百万円）となりました。また特別利益と

して、持分法適用関連会社であった株式会社電通ネットイヤーアビーム株式の売却益５百万円を計上し、「資産除

去債務に関する会計基準」が新たに適用されることに伴い、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額20百万円を計上したこと等から、四半期純損失は171百万円（前年同期は四半期純損失103百万円）となりまし

た。（なお、当社グループの事業は、従来より売上高が第２四半期連結会計期間、第４四半期連結会計期間に集中

し、特に多くの顧客企業の事業年度末となる第４四半期連結会計期間に偏重する傾向がありますが、経済環境その

他の要因によっては今後もこの傾向が続くとは限りません。）   

  

（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 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ284百万円減少し、1,872百万円となりました。主な要因

は、受取手形及び売掛金の減少358百万円、現金及び預金の増加71百万円、仕掛品の増加39百万円等によるもので

あります。 

当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少し、218百万円となりました。主な要因は、買

掛金の減少125百万円、賞与引当金の増加32百万円等によるものであります。 

当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ193百万円減少し、1,653百万円となりました。主な要因

は、四半期純損失171百万円の計上、前期決算に係る配当金の支払21百万円によるものであります。この結果、自

己資本比率は、前連結会計年度末の85.6％から88.3％に上昇しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより951百万円となり、前

連結会計年度末に比べ71百万円増加いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失170百万円を計上しましたが、増加要因とし

て、賞与引当金繰入額32百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額20百万円の計上、また売上債権の減少額

373百万円等があり、88百万円の収入（前年同期は157百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、投資有価証券売却による収入20百万円等があり、一方

減少要因として、有形無形固定資産の取得による支出4百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出15百万円により、18百万円の収入（前年同期は16百万円の支出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額16百万円等により、35百万円の支出（前年同期は9百万

の支出）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、概ね当初見込みどおりに推移しており、平成22年５月11日に公表し

ました業績予想に変更はございません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

- 2 -



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（注）平成22年４月28日に株式会社モバプロネットの株式を売買により取得したことにより、当社の子会社となっ

たため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、当社グループは、経営環境等に著しい変化が生じておらず、か

つ、一時差異等の発生状況について前連結会計度末から大幅な変動がないと認められるため、前連結会計度末の検

討において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。  

  

（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、営業損失、経常損失はそれぞれ738千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、20,890千円増加

しております。 

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：千円）

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 951,604 880,317

受取手形及び売掛金 334,489 693,406

仕掛品 89,057 49,933

原材料及び貯蔵品 1,025 1,094

繰延税金資産 52,223 51,974

その他 41,808 27,908

流動資産合計 1,470,209 1,704,636

固定資産   

有形固定資産 77,900 80,562

無形固定資産   

のれん 73,110 78,332

その他 60,065 64,462

無形固定資産合計 133,176 142,795

投資その他の資産   

敷金及び保証金 191,105 211,335

その他 0 17,905

投資その他の資産合計 191,105 229,241

固定資産合計 402,181 452,598

資産合計 1,872,391 2,157,234

負債の部   

流動負債   

買掛金 94,350 219,749

未払金 54,840 47,402

未払法人税等 6,759 9,408

賞与引当金 33,036 950

受注損失引当金 673 156

その他 29,332 32,892

流動負債合計 218,993 310,559

負債合計 218,993 310,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 518,590 518,590

資本剰余金 599,656 599,656

利益剰余金 534,651 727,410

株主資本合計 1,652,897 1,845,656

少数株主持分 500 1,018

純資産合計 1,653,397 1,846,675

負債純資産合計 1,872,391 2,157,234
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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：千円）

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 592,225 549,188

売上原価 544,512 524,687

売上総利益 47,713 24,501

販売費及び一般管理費 147,031 176,796

営業損失（△） △99,318 △152,294

営業外収益   

受取利息 90 53

その他 64 13

営業外収益合計 154 67

営業外費用   

支払利息 － 45

持分法による投資損失 2,517 3,651

その他 － 65

営業外費用合計 2,517 3,762

経常損失（△） △101,681 △155,990

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,746

特別利益合計 － 5,746

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

特別損失合計 － 20,151

税金等調整前四半期純損失（△） △101,681 △170,395

法人税、住民税及び事業税 752 1,812

法人税等調整額 1,562 △249

法人税等合計 2,314 1,563

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △171,958

少数株主損失（△） － △517

四半期純損失（△） △103,995 △171,441
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △101,681 △170,395

減価償却費 14,604 11,801

のれん償却額 5,222 13,108

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,669 32,086

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,066 517

受取利息及び受取配当金 △90 △53

支払利息 － 45

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,746

持分法による投資損益（△は益） 2,517 3,651

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

売上債権の増減額（△は増加） 404,229 373,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,189 △39,054

仕入債務の増減額（△は減少） △86,873 △126,322

その他の資産の増減額（△は増加） △2,119 △13,273

その他の負債の増減額（△は減少） 27,422 △7,025

小計 166,437 93,374

利息及び配当金の受取額 100 57

利息の支払額 － △45

法人税等の支払額 △8,975 △4,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,562 88,717

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △8,454 △3,258

無形固定資産の取得による支出 △12,322 △980

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △15,580

貸付金の回収による収入 － 17,829

敷金及び保証金の回収による収入 4,497 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,279 18,009

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △18,797

株式の発行による収入 5,850 －

配当金の支払額 △15,714 △16,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,864 △35,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,417 71,287

現金及び現金同等物の期首残高 704,351 880,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 835,768 951,604
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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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