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

23年3月期第3四半期 88,929 6.0 2,618 7.1 2,638 5.0 1,195 △2.8
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

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3四半期 2,665.13 ―
22年3月期第3四半期 2,742.51 ―

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3四半期 77,098 54,169 70.1 119,960.02
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3四半期  54,047百万円 22年3月期  54,351百万円

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  
 

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 ― 1,100.00 ―
23年3月期 

（予想） 1,100.00 2,200.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 125,000 0.5 5,600 12.0 5,600 10.5 3,100 17.7 6,903.31



(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 

（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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 551,900株 22年3月期  551,900株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q 101,355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3Q 448,574株 22年3月期3Q 448,545株
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（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、当期（2011年３月期）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11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３四半期 決算説明会資料」９ページに記載しております。(上

記資料は、当社ホームページＩＲ情報 決算情報 http://www.netone.co.jp/ir/kessan_jouhou/index.html に掲載

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３四半期連結累計期間における受注高は977億54百万円となり、前年同四半期に比べて41億32百万円の増加

（4.4％増）となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで181億59百万円、ＳＰ系マーケットで435

億80百万円、ＡＰ系マーケットで273億85百万円、パートナー事業で83億66百万円及びその他で２億62百万円で

す。 

 当第３四半期連結累計期間における売上高は889億29百万円となり、前年同四半期に比べて50億62百万円の増加

（6.0％増）となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで167億87百万円、ＳＰ系マーケットで430

億52百万円、ＡＰ系マーケットで201億16百万円、パートナー事業で87億11百万円及びその他で２億61百万円で

す。 

 当第３四半期連結累計期間末における受注残高は518億46百万円となり、前年同四半期に比べて28億94百万円の

増加（5.9％増）となりました。マーケット別の内訳は、ＥＰ系マーケットで104億28百万円、ＳＰ系マーケットで

160億98百万円、ＡＰ系マーケットで222億14百万円、パートナー事業で31億３百万円及びその他で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567億71百万円（前年同四半期比0.1％増、70百万円増）、プラット

フォーム商品群が102億91百万円（前年同四半期比26.5％増、21億53百万円増）、サービス商品群が306億91百万円

（前年同四半期比6.6％増、19億８百万円増）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508億35百万円（前年同四半期比5.6％増、27億９百万円増）、プラ

ットフォーム商品群が81億35百万円（前年同四半期比38.9％増、22億78百万円増）、サービス商品群が299億59百

万円（前年同四半期比0.2％増、74百万円増）となりました。 

  

③ 損益の状況 

 当第３四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889億29百万円となり、前年同四半期に比べ

て50億62百万円の増加（6.0％増）となりました。この結果、売上原価は前年同四半期に比べて49億41百万円増加

（7.8％増）の678億98百万円となり、売上総利益は１億20百万円増加（0.6％増）の210億30百万円となりました。

 また、販売費及び一般管理費が184億11百万円となり、前年同四半期に比べて51百万円減少（0.3％減）となりま

した。この結果、営業利益は１億72百万円増加（7.1％増）の26億18百万円、経常利益は１億25百万円増加（5.0％

増）の26億38百万円となりましたが、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から税金費用が85百万円増加した

ため、四半期純利益は34百万円減少（2.8％減）の11億95百万円となりました。 

  

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３四半期連結会計期間末の資産合計は770億98百万円となり、前年度末に比べて31億52百万円の減少（3.9％

減）となりました。  

 個別に見ますと、流動資産は661億39百万円となり、前年度末に比べて24億29百万円の減少（3.5％減）となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が80億60百万円減少し、一方で、たな卸資産が合計で49億28百万円増加し

たことによるものです。また、固定資産は109億59百万円となり、前年度末に比べて７億23百万円の減少（6.2％

減）となりました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は229億28百万円となり、前年度末に比べて28億80百万円の減少

（11.2％減）となりました。これは主に、買掛金が45億50百万円減少し、一方で、前受金が18億91百万円増加した

ことによるものです。  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は541億69百万円となり、前年度末に比べて２億72百万円の減少

（0.5％減）となりました。これは主に、金融商品の時価評価により評価・換算差額等が合計で５億21百万円減少

し、一方で、自己株式の処分により、株主資本の控除項目となる自己株式が３億12百万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やたな卸資産の増加等により営業活動による

キャッシュ・フローは42億70百万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14億９百万円の支出とな

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12億72百万円の支出となりま

した。これに現金及び現金同等物に係る換算差額１百万円の減少を加え、差引で現金及び現金同等物が15億86百万

円増加した結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は170億５百万円となりました。 

 なお、前年同四半期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42億70百万円となり、前年同四半期に比べ29億32百万円の収入減となりました。これは主

に、売上債権の回収額の減少により35億25百万円収入が減少し、また、たな卸資産の増加による支出が36億72百万

円増加し、一方で、法人税等の支払いによる支出が51億57百万円減少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14億９百万円となり、前年同四半期に比べ27億75百万円の支出減となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出が７億18百万円減少し、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（前年同四半期は21億22百万円支出）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12億72百万円となり、前年同四半期に比べ８億88百万円の支出減となりました。これは主

に、配当金の支払額が５億58百万円減少し、また、自己株式の処分により２億32百万円の収入が発生したことによ

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）  

  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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ11百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益が95百万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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,005 9,419

受取手形及び売掛金 28,031 36,092

有価証券 3,000 5,999

商品 10,046 8,619

未着商品 704 368

未成工事支出金 5,044 1,828

貯蔵品 11 61

繰延税金資産 866 733

その他 4,485 5,478

貸倒引当金 △56 △33

流動資産合計 66,139 68,568

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 4,233 4,497

その他 885 852

有形固定資産合計 5,118 5,350

無形固定資産   

のれん 769 909

その他 1,191 1,317

無形固定資産合計 1,961 2,226

投資その他の資産   

投資有価証券 378 466

繰延税金資産 2,031 2,156

その他 1,493 1,529

貸倒引当金 △24 △46

投資その他の資産合計 3,879 4,105

固定資産合計 10,959 11,682

資産合計 77,098 80,251
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,626 15,176

リース債務 543 520

未払金 975 1,180

未払法人税等 173 397

前受金 7,511 5,619

賞与引当金 997 1,288

役員賞与引当金 － 66

その他 1,425 940

流動負債合計 22,253 25,191

固定負債   

リース債務 411 605

資産除去債務 210 －

長期未払金 4 4

その他 49 8

固定負債合計 675 618

負債合計 22,928 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 38,487 38,583

自己株式 △15,854 △16,167

株主資本合計 54,365 54,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17 △13

繰延ヘッジ損益 △301 216

評価・換算差額等合計 △318 203

少数株主持分 122 90

純資産合計 54,169 54,441

負債純資産合計 77,098 80,251
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 83,866 88,929

売上原価 62,956 67,898

売上総利益 20,910 21,030

販売費及び一般管理費 18,463 18,411

営業利益 2,446 2,618

営業外収益   

受取利息 55 17

受取配当金 0 －

持分法による投資利益 2 －

関係会社業務受託収入 0 －

販売報奨金 － 41

団体保険配当金 26 44

その他 28 40

営業外収益合計 113 144

営業外費用   

支払利息 31 31

持分法による投資損失 － 23

出資金運用損 1 10

為替差損 12 39

その他 0 19

営業外費用合計 46 124

経常利益 2,513 2,638

特別利益   

貸倒引当金戻入額 108 22

特別利益合計 108 22

特別損失   

固定資産除却損 156 20

投資有価証券売却損 35 －

投資有価証券評価損 1 －

関係会社株式評価損 － 49

関係会社整理損 6 －

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 198 154

税金等調整前四半期純利益 2,422 2,505

法人税、住民税及び事業税 395 928

法人税等調整額 700 349

法人税等合計 1,096 1,278

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,227

少数株主利益 96 32

四半期純利益 1,230 1,195
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,422 2,505

減価償却費 2,447 2,175

のれん償却額 48 157

賞与引当金の増減額（△は減少） 82 △291

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） △87 1

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 △55 △17

持分法による投資損益（△は益） △2 23

支払利息 31 31

投資有価証券売却損益（△は益） 35 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

関係会社株式評価損 － 49

固定資産除却損 156 20

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） 13,499 9,974

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,256 △4,928

未収消費税等の増減額（△は増加） △137 104

その他の流動資産の増減額（△は増加） △794 △469

仕入債務の増減額（△は減少） △2,338 △4,562

未払消費税等の増減額（△は減少） △620 △19

その他の流動負債の増減額（△は減少） △607 △109

その他 △65 △145

小計 12,594 4,519

利息及び配当金の受取額 54 18

利息の支払額 △31 △31

法人税等の支払額 △5,469 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △311

その他 53 75

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,202 4,270

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 △1,855 △1,137

無形固定資産の取得による支出 △234 △411

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 45 186

関係会社株式の取得による支出 △2,022 －

貸付けによる支出 △65 △15

貸付金の回収による収入 61 13

出資金の払込による支出 △0 －

出資金の回収による収入 － 0

その他 △13 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,185 △1,409
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 △400 △345

配当金の支払額 △1,759 △1,201

自己株式の処分による収入 － 232

その他 － 42

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,160 △1,272

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） 856 1,586

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 23,554 17,005
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該当事項はありません。 

  

  

前第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）  

 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）  

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）  

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 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

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」、官公庁及び地域民間企業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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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△9,690百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△10,690百万円及びたな卸資産の調整額1,438百万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）  

 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 
 16,787  43,052  20,116  8,711  88,667  261  88,929  －  88,929

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  15  1  －  16  346  362  △362  －

計  16,787  43,067  20,117  8,711  88,683  608  89,292  △362  88,929

セグメント利益  1,173  8,355  1,261  1,358  12,149  159  12,308  △9,690  2,618

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成23年3月期 第3四半期決算短信

- 11 -



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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31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 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  

給与手当 6,747百万円

賞与引当金繰入額 827  

貸倒引当金繰入額 10  

賃借料 1,500  

減価償却費 969  

のれん償却額 157  
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