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（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 ％ 

26年３月期第１四半期  29,417  △14.1  △115  －  △115  －  △819  －

25年３月期第１四半期  34,260  4.4  2,100  △21.4  2,106  △23.5  1,369  △12.3

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △876百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 1,343百万円 （ ％） △2.0

  
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 

26年３月期第１四半期  △9.37  －

25年３月期第１四半期  15.20  －

  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 

26年３月期第１四半期  93,405  59,023  63.0  672.29

25年３月期  92,924  61,387  65.8  699.63

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 58,799百万円   25年３月期 61,190百万円 

  
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 
25年３月期  － 17.00 － 17.00  34.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   17.00 － 17.00  34.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  75,700  △1.7  4,200  △8.6  4,200  △10.7  2,000  △30.8  22.87

通期  162,000  4.6  11,000  30.2  11,000  27.0  6,000  38.7  68.60

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（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

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） 26年３月期１Ｑ 89,000,000株 25年３月期 89,000,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,538,492株 25年３月期 1,538,448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 87,461,541株 25年３月期１Ｑ 90,109,000株

 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連結財務諸表に対するレビュー手続が実

施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明  

① 市場別の受注高・売上高・受注残高 

 民間企業（ＥＰ）市場では、金融向け案件を中心に順調に推移しました。通信事業者・インターネットサービス

プロバイダー（ＳＰ）市場では、サービス基盤向け案件はほぼ計画線上で推移しましたが、回線設備向け案件の受

注の遅れにより低調に推移しました。地域・公共（ＡＰ）市場では、中央省庁・自治体及び文教向け案件を中心に

順調に推移しました。パートナー事業（ネットワンパートナーズ株式会社－ＮＯＰ）では、パートナー企業との連

携が順調に推移しました。 

 当第１四半期連結累計期間における受注高は、413億71百万円（第２四半期累計予想進捗率50.8％）となりまし

た。内訳としては、ＥＰ市場で87億85百万円（第２四半期累計予想進捗率55.6％）、ＳＰ市場で157億80百万円

（第２四半期累計予想進捗率41.6％）、ＡＰ市場で128億42百万円（第２四半期累計予想進捗率65.9％）、パート

ナー事業で35億52百万円（第２四半期累計予想進捗率42.8％）、その他で４億９百万円となりました。 

 売上高は、294億17百万円（第２四半期累計予想進捗率38.9％）となりました。内訳としては、ＥＰ市場で59億

83百万円（第２四半期累計予想進捗率38.9％）、ＳＰ市場で141億26百万円（第２四半期累計予想進捗率

38.1％）、ＡＰ市場で51億27百万円（第２四半期累計予想進捗率32.9％）、パートナー事業で37億56百万円（第２

四半期累計予想進捗率49.4％）、その他で４億24百万円となりました。 

受注残高は、632億69百万円となりました。内訳としては、ＥＰ市場で144億４百万円、ＳＰ市場で209億40百万

円、ＡＰ市場で229億56百万円、パートナー事業で49億円、その他で68百万円となりました。 

  

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179億83百万円（第２四半期累計予想進捗

率41.2％）、プラットフォーム商品群が79億66百万円（第２四半期累計予想進捗率73.8％）、サービス商品群は

154億21百万円（第２四半期累計予想進捗率57.1％）となりました。 

売上高は、ネットワーク商品群が149億76百万円（第２四半期累計予想進捗率36.9％）、プラットフォーム商品

群が24億１百万円（第２四半期累計予想進捗率23.8％）、サービス商品群は120億39百万円（第２四半期累計予想

進捗率48.2％）となりました。 

受注残高は、ネットワーク商品群が156億72百万円、プラットフォーム商品群が88億82百万円、サービス商品群

は387億14百万円となりました。 

  

③ 損益の状況 

 売上高の進捗が当初予想より遅れた結果、売上総利益は72億94百万円（第２四半期累計予想進捗率38.8％）に留

まりました。売上総利益の減少に加え、事業基盤強化のための人件費等を主とした販売費及び一般管理費の増加に

より営業損失として１億15百万円、経常損失は１億15百万円となりました。また、官公庁の特定案件において想定

外の臨時的な損失の発生が見込まれるため、その他特別損失８億70百万円を計上し、四半期純損失は８億19百万円

となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は934億５百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億81百万円の増

加（0.5％増）となりました。  

 個別に見ますと、流動資産は817億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億53百万円の減少（0.4％減）

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が134億81百万円減少し、一方で、現金及び預金と有価証券が合

計で28億８百万円、たな卸資産が80億74百万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116億92

百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億35百万円の増加（7.7％増）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343億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて28億45百万円の増

加（9.0％増）となりました。これは主に、買掛金が15億18百万円減少し、一方で、前受金が33億88百万円が増加

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590億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて23億63百万円の

減少（3.9％減）となりました。これは主に、四半期純損失を８億19百万円計上したことと、配当金14億86百万円

の支払いにより利益剰余金が23億６百万円減少したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成25年４月25日に公表しました平成26年３月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25年７月25日）別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,580 20,389

受取手形及び売掛金 35,280 21,798

有価証券 10,999 11,999

商品 5,030 10,162

未着商品 272 576

未成工事支出金 3,470 6,092

貯蔵品 23 39

繰延税金資産 862 1,304

その他 7,549 9,352

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 82,067 81,713

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 3,924 4,060

その他 1,311 2,141

有形固定資産合計 5,235 6,202

無形固定資産   

のれん 303 252

その他 976 981

無形固定資産合計 1,279 1,234

投資その他の資産   

投資有価証券 215 211

繰延税金資産 1,395 1,296

その他 2,746 2,763

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 4,341 4,255

固定資産合計 10,857 11,692

資産合計 92,924 93,405
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,626 14,108

リース債務 864 1,032

未払金 1,596 2,062

未払法人税等 710 336

前受金 8,241 11,630

賞与引当金 1,918 962

役員賞与引当金 43 －

資産除去債務 204 189

その他 1,220 2,317

流動負債合計 30,426 32,639

固定負債   

リース債務 971 1,363

資産除去債務 117 322

その他 20 56

固定負債合計 1,110 1,742

負債合計 31,537 34,382

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 30,916 28,610

自己株式 △1,518 △1,518

株主資本合計 61,131 58,825

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5 △4

繰延ヘッジ損益 64 △20

その他の包括利益累計額合計 58 △25

新株予約権 35 35

少数株主持分 161 188

純資産合計 61,387 59,023

負債純資産合計 92,924 93,405
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（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 34,260 29,417

売上原価 25,733 22,123

売上総利益 8,526 7,294

販売費及び一般管理費 6,425 7,409

営業利益又は営業損失（△） 2,100 △115

営業外収益   

受取利息 9 5

販売報奨金 15 17

その他 3 11

営業外収益合計 28 34

営業外費用   

支払利息 11 14

持分法による投資損失 3 2

為替差損 8 15

貸倒引当金繰入額 △4 △0

その他 3 1

営業外費用合計 22 34

経常利益又は経常損失（△） 2,106 △115

特別利益   

負ののれん発生益 89 －

関係会社株式売却益 15 －

特別利益合計 105 －

特別損失   

固定資産除却損 19 45

固定資産売却損 － 2

投資有価証券評価損 － 2

その他 － 870

特別損失合計 19 919

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,191 △1,035

法人税、住民税及び事業税 106 48

法人税等調整額 698 △291

法人税等合計 804 △242

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（△）

1,386 △792

少数株主利益 17 27

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,369 △819
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（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

1,386 △792

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 0

繰延ヘッジ損益 △41 △85

その他の包括利益合計 △43 △84

四半期包括利益 1,343 △876

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,325 △904

少数株主に係る四半期包括利益 17 27
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 該当事項はありません。   

   

   

 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24年４月１日 至 平成24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△173百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△173

百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない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25年４月１日 至 平成25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△103百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△103

百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

    

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 
 5,839  20,837  3,832  3,647  34,156  103  34,260  －  34,260

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  6  0  －  6  294  301  △301  －

計  5,839  20,843  3,833  3,647  34,163  398  34,561  △301  34,260

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △319  3,003  △588  89  2,184  89  2,274  △173  2,100

  

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 
 5,983  14,126  5,127  3,756  28,993  424  29,417  －  29,417

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  4  3  13  21  203  225  △225  －

計  5,983  14,130  5,131  3,769  29,014  628  29,642  △225  29,417

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △247  865  △644  △71  △97  86  △11  △103  △115
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  （四半期連結貸借対照表関係）  

   有価証券の内訳は、次のとおりであります。  

  

  

  （四半期連結損益計算書関係） 

   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。  

  

（その他注記情報）

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

コマーシャル・ペーパー 百万円 5,999 百万円 5,999

譲渡性預金  5,000  6,000

計  10,999  11,999

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

給与手当 百万円 2,438 百万円 2,669

賞与引当金繰入額  821  781

賃借料  533  817

減価償却費  243  300

のれん償却額  51  50
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