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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 32,803 27.4 2,673 ― 2,752 ― 1,561 ―
23年3月期第1四半期 25,741 △8.3 133 △87.3 167 △84.2 △107 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,370百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △547百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3,466.74 ―
23年3月期第1四半期 △239.18 ―

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

24年3月期第1四半期 84,069 57,169 67.8 126,604.34
23年3月期 82,627 56,294 68.0 124,694.38
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  57,040百万円 23年3月期  56,180百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
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。期末配当金につきましては、年間の利益水準が固まり次第、公表いたしま
す。 

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

23年3月期 ― 1,100.00 ― 1,100.00 2,200.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 1,600.00 ― 1,600.00 3,200.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 67,000 12.5 5,000 185.3 5,000 178.9 2,800 277.6 6,214.70
通期 141,000 7.8 10,200 79.0 10,200 77.0 5,800 100.6 12,873.30



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

（注）詳細については、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧くださ
い。 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名）
ネットワークサービスアンドテクノロジー
ズ株式会社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 551,900 株 23年3月期 551,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 101,355 株 23年3月期 101,355 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 450,545 株 23年3月期1Q 448,545 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① マーケット別の受注高・売上高・受注残高 

東日本大震災の影響も懸念されましたが、当第１四半期連結累計期間における民間企業（ＥＰ系）マーケット

及びパートナー事業につきましては計画線上にて推移しました。また、通信事業者・インターネットサービスプロ

バイダー（ＳＰ系）マーケットにおいては、移動体通信向けやＩＳＰ事業者向けが堅調に推移しました。なお、地

域・公共（ＡＰ系）マーケットにおいては、予算執行が遅れ気味であり影響が出ています。  

この様な状況下、当第１四半期連結累計期間における受注高は393億８百万円となり78億69百万円（前年同四半

期比25.0％増）の増加となりました。マーケット別内訳は、ＥＰ系で77億５百万円（前年同四半期比17.6％増）、

ＳＰ系で221億４百万円（前年同四半期比51.1％増）、ＡＰ系で62億85百万円（前年同四半期比13.2％減）、パー

トナー事業で30億85百万円（前年同四半期比5.9％増）、その他で１億27百万円（前年同四半期比29.7％増）とな

りました。  

売上高は、328億３百万円となり70億61百万円（前年同四半期比27.4％増）の増加となりました。マーケット別

内訳は、ＥＰ系で63億37百万円（前年同四半期比8.7％増）、ＳＰ系で192億35百万円（前年同四半期比46.1％

増）、ＡＰ系で42億69百万円（前年同四半期比4.5％増）、パートナー事業で28億33百万円（前年同四半期比

10.6％増）、その他で１億27百万円（前年同四半期比31.1％増）となりました。  

 受注残高は、550億74百万円となり63億55百万円（前年同四半期比13.0％増）の増加となりました。マーケット

別内訳は、ＥＰ系で140億10百万円（前年同四半期比18.6％増）、ＳＰ系で224億96百万円（前年同四半期比30.7％

増）、ＡＰ系で140億54百万円（前年同四半期比11.6％減）、パートナー事業で45億10百万円（前年同四半期比

18.7％増）、その他で２百万円（前年同四半期比10.6％増）となりました。 

  

② 商品群別の受注高・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、ネットワーク商品群が239億46百万円（前年同四半期比29.1％

増）、プラットフォーム商品群が38億84百万円（前年同四半期比27.5％増）、サービス商品群は114億77百万円

（前年同四半期比16.5％増）となりました。  

売上高は、ネットワーク商品群が198億89百万円（前年同四半期比42.4％増）、プラットフォーム商品群が22億

78百万円（前年同四半期比0.6％減）、サービス商品群は106億34百万円（前年同四半期比12.2％増）となりまし

た。 

受注残高は、ネットワーク商品群が194億40百万円（前年同四半期比8.8％増）、プラットフォーム商品群が43

億44百万円（前年同四半期比26.0％増）、サービス商品群は312億89百万円（前年同四半期比14.2％増）となりま

した。 

  

③ 損益の状況 

当第１四半期連結累計期間においては、外注費の削減が概ね計画通り進捗し、また、販売費及び一般管理費に

つきましても人員の増加に伴う人件費増を減価償却費等の設備費の減少にて抑制することができました。 

 この結果、前述のとおり売上高が328億３百万円（前年同四半期比27.4％増、70億61百万円増）、売上原価が238

億36百万円（前年同四半期比22.5％増、43億79百万円増）となり、売上総利益は89億66百万円（前年同四半期比

42.7％増、26億82百万円増）となりました。また、販売費及び一般管理費が62億93百万円（前年同四半期比2.3％

増、１億42百万円増）に止まった結果、営業利益は26億73百万円（前年同四半期比25億40百万円増）、経常利益は

27億52百万円（前年同四半期比25億84百万円増）、四半期純利益は15億61百万円（前年同四半期は四半期純損失１

億７百万円）となりました。 

  

（２）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23年４月28日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期（累計）及び通期

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23年７月27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。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 前連結会計年度において連結子会社でありました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、平成

23年４月１日付で当社が吸収合併したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しております。

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,256 15,938

受取手形及び売掛金 35,519 26,491

有価証券 7,999 12,998

商品 8,040 9,188

未着商品 289 374

未成工事支出金 2,096 2,598

貯蔵品 15 8

繰延税金資産 1,095 656

その他 4,623 5,340

貸倒引当金 △15 △20

流動資産合計 71,920 73,576

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 4,023 4,069

その他 864 832

有形固定資産合計 4,887 4,902

無形固定資産   

のれん 716 664

その他 1,251 1,184

無形固定資産合計 1,968 1,848

投資その他の資産   

投資有価証券 369 375

繰延税金資産 2,036 1,981

その他 1,461 1,400

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 3,851 3,742

固定資産合計 10,706 10,493

資産合計 82,627 84,069
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,300 12,519

リース債務 582 606

未払金 1,154 1,235

未払法人税等 2,037 590

前受金 6,505 8,879

賞与引当金 1,967 978

役員賞与引当金 109 －

その他 927 1,340

流動負債合計 25,583 26,149

固定負債   

リース債務 508 516

資産除去債務 211 212

その他 28 20

固定負債合計 748 750

負債合計 26,332 26,900

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 40,183 41,249

自己株式 △15,854 △15,854

株主資本合計 56,062 57,128

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14 △16

繰延ヘッジ損益 133 △71

その他の包括利益累計額合計 118 △87

少数株主持分 114 128

純資産合計 56,294 57,169

負債純資産合計 82,627 84,069

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 4 -



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 25,741 32,803

売上原価 19,457 23,836

売上総利益 6,284 8,966

販売費及び一般管理費 6,150 6,293

営業利益 133 2,673

営業外収益   

受取利息 6 5

持分法による投資利益 － 9

為替差益 7 40

販売報奨金 21 11

その他 12 26

営業外収益合計 47 93

営業外費用   

支払利息 10 11

持分法による投資損失 2 －

出資金運用損 0 0

その他 0 3

営業外費用合計 13 15

経常利益 167 2,752

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 －

特別利益合計 8 －

特別損失   

固定資産除却損 4 11

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 88 11

税金等調整前四半期純利益 87 2,740

法人税、住民税及び事業税 76 528

法人税等調整額 94 635

法人税等合計 171 1,164

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△84 1,576

少数株主利益 23 14

四半期純利益又は四半期純損失（△） △107 1,561

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 5 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△84 1,576

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △1

繰延ヘッジ損益 △461 △204

その他の包括利益合計 △463 △205

四半期包括利益 △547 1,370

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △571 1,356

少数株主に係る四半期包括利益 23 14

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 6 -



 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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）  

  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 

（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。   

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

  １．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 

（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△2,725百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△3,273百万円及びたな卸資産の調整額847百万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。  

  

  ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループは、市場及び顧客別の営業体制の見直しを行った結果、当第１四半期連結累計期間にお

いてＡＰ事業グループの一部の営業組織をＥＰ事業グループに再編いたしました。これにより、前第１

四半期連結累計期間のＥＰ及びＡＰ事業の売上高・セグメント利益については、比較可能性を確保する

ため、当該組織変更が前年同期に行われたものとして遡及修正しております。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 
 5,831  13,165  4,084  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  5,831  13,168  4,084  2,563  25,647  218  25,865  △124  25,741

セグメント利益  320  2,343  10  504  3,177  99  3,276  △3,143  133

  

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 
 6,337  19,235  4,269  2,833  32,675  127  32,803  －  32,803

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  9  0  －  10  125  135  △135  －

計  6,337  19,245  4,269  2,833  32,686  252  32,939  △135  32,803

セグメント利益  803  4,183  85  263  5,336  62  5,399  △2,725  2,673

ネットワンシステムズ㈱（7518） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はありません。  

  

  

（四半期連結損益計算書関係）  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他注記情報

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23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 2,321百万円 

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  

給与手当 2,360百万円 

賞与引当金繰入額 826  

賃借料 552  

減価償却費 259  

のれん償却額 52  
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