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9M FY2018/3 Summary

(¥ Bn.)

▐ Net sales & incomes increased year on year
 Orders recovered to the same level as the 9M of FY17/3 thanks 

to large orders received that offset the delay in the first half .

FY2017/3 FY2018/3 Change FY2017/3 FY2018/3 Change

Orders received 202.1 201.7 0% 57.7 73.0 ＋26%

Net sales 179.3 184.9 +3% 60.5 65.0 +7%

Gross margin 15.6% 15.8% +0.2pt 16.3% 15.6% -0.7pt

Operating income 3.5 4.4 +1.0 1.7 1.9 +0.2
(to sales) (1.9%) (2.4%) +0.5pt (2.9%) (3.0%) +0.1pt

Net income
attributable to owners of the parent

2.1 3.0 +0.9 1.1 1.4 +0.3
(to sales) (1.2%) (1.6%) +0.4pt (1.9%) (2.1%) +0.2pt

Free cash flows 16.3 3.7 -12.6 -1.6 -8.0 -6.4

9M (ref.) 3Q
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9M FY2018/3 Orders Received by Segment

9M Orders (ref.) 3Q Orders

Enterprise
Networks

Carrier 
Networks

Social 
Infra.

Others

(¥ Bn.)

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

3Q
16/3

3Q
17/3

3Q
18/3

( )shows growth 
rate without solar 
PJs orders

▐ Recovered to the same level as the 9M of FY17/3 offsetting the 
delay in the first half.
 Large orders for solar power generation plant projects received: Two orders of approx. 12.0 billion yen 

(approx. 15.5 billion yen in the previous fiscal year) 
 Orders for governments, such as disaster prevention systems in the Social Infrastructures business 

expanded, thanks to large project orders.

(+2%) (+10%)
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-5.7 -6.4 -6.0

▐ Sales  ：Increased year on year in all segments.

▐ Operating Income: Increased yoy thanks to the Enterprise Networks 
Business  and the Carrier Networks Business making up 
for the reduction in the Social Infrastructures Business.

76.6 77.4 79.0

50.5 42.6 45.9

63.7
54.3 55.5

3.3
5.0 4.7

Sales

+3%179.3
194.1 184.9

+2%

+8%

+2%

6.6
（3.4%）

3.5
（1.9%）

4.4
（2.4%）

(7.1%)

(7.8%)

(3.9%)

(7.0%)

(3.9%)

(5.1%)

(8.7%)

(6.4%)

(1.2%)

Operating income
( ): to sales

 The large-scale solar power generation plant projects ordered in 
the previous fiscal year contributed to sales.(Approx. 5.5billion)

9M FY2018/3 Sales/Operating Income by Segment

Enterprise
Networks

Carrier 
Networks

Social 
Infra.

Others

(¥ Bn.)

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

Carrier
Networks

Social
Infra.

Others/
Elimination

Enterprise
Networks
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76.6 77.4 79.0 +2%

5.4 5.4
6.9

7.1% 7.0%

8.7%

▌Sales： Areas relating to work style innovation and the large-scale 
solar power generation plant projects ordered in the previous 
fiscal year contributed to sales.

▌Operating income: Increased yoy, 
driven by the improvement in the cost ratio 

9M FY2018/3 Enterprise Networks Business

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

Sales Operating income
to sales(¥ Bn.)

 Sales of EmpoweredOffice: +7%
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50.5
42.6 45.9 +8%

2.0
1.7

2.9

3.9% 3.9%

6.4%

▌Sales: Increased yoy due to expansion of sales to telecom carriers

▌Operating income: Increased due to the impact of cost structure reforms
and increased sales

9M FY2018/3 Carrier Networks Business

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

Sales Operating income
to sales(¥ Bn.)
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63.7
54.3 55.5 +2% 5.0

2.8

0.6

7.8%

5.1%

1.2%

▌Sales: Remained flat thanks to the contribution of the large-scale solar 
power generation plant projects, despite decrease of the overseas sales.

▌Operating income: Declined due to higher expenses incurred for growth
(securing resources, SG&A), deterioration in the sales mix, and
unprofitable projects (overseas railroad and plant network system 
projects).

9M FY2018/3 Social Infrastructures Business

Sales Operating income
to sales(¥ Bn.)

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3

9M
16/3

9M
17/3

9M
18/3
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FY2018/3 Forecasts

▌Target the initial forecasts as a whole.

(Forecasts as at January 30, 2018)

FY17/3 FY18/3
Forecasts

Change

Orders Receipts 279.2 280 0%

Net Sales 257.9 270 +5%

Operating Income 10.0 10.5 +0.5

(to Sales) (3.9%) (3.9%) 0.0pt
Net income

attributable to owners of the parent
6.5 6.7 +0.2

(to sales) (2.5%) (2.5%) 0.0pt

（¥bn.）


P3実績サマリー

						業績サマリー ギョウセキ		※4月6日　PM速報ベース ガツ ニチ ソクホウ



								3Q累計実績(4月～12月) ルイケイ ジッセキ ガツ ガツ										前回予想値 ゼンカイ ヨソウ チ		予想差 ヨソウ サ						参考：3Q実績(10月～12月) サンコウ ジッセキ ガツ ガツ

								16年3月期 ネン ガツ キ		17年3月期 ネン ガツキ		前年差/比 ゼンネン サ ヒ						業績予想値
(2017年1月30日) ギョウセキ ヨソウ チ ネン		予想差 ヨソウ サ						15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ

						受注高 ジュチュウ ダカ		2,749		2,792		+2%						2,800		△251						661		559		△15%

						売上高 ウリアゲ ダカ		2,800		2,579		△8%						2,600		△150						698		663		△5%

						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		16.1%		16.5%		+0.4pt						ー

						営業利益 エイギョウ リエキ		141		100		△41						100		△24 						39		31		△8

						（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		(5.0%)		(3.9%)		△1.1pt						(3.8%)		△0.6pt						(5.6%)		(4.7%)		△0.9pt

						特別損益 トクベツ ソンエキ																				0.0		0.0		±0.0

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		60		65		+5						60		△34.5 						24		21		△4

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ		(2.1%)		(2.5%)		+0.4pt						(2.3%)		△1.1pt						(3.5%)		(3.1%)		△0.4pt

						当期純利益
〔税制改正に伴う繰税取崩しの影響除く〕 トウキ ジュンリエキ ゼイセイ カイセイ トモナ ク ゼイ トリクズ エイキョウ ノゾ																				57		57		＋9

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ																				(2.8%)		(2.8%)		＋0.6ｐｔ



						ＲＯＥ		6.5%		7.0%		+0.5pt														9.6%		9.6%		＋0.8pt

						フリー・キャッシュ・フロー		66		199		+133														△53		△132		△79





						※親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ



						2Qキャッシュフロー















						当期純利益 トウキ ジュンリエキ																				4,747		4,592		(155)

						繰延税金資産取崩し額 クリノベ ゼイキン シサン トリクズ ガク																						1,075

						当期純利益（繰税　戻し：たられば） トウキ ジュンリエキ クリ ゼイ モド																				4,747		5,667		920

																										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						ＲＯＥ用（期首期末平均） ヨウ キシュ キマツ ヘイキン																						78,493

						ROE（たられば）																						7.2%





P3実績サマリー (e)

						業績サマリー ギョウセキ		※4月6日　PM速報ベース ガツ ニチ ソクホウ



								3Q累計実績(4月～12月) ルイケイ ジッセキ ガツ ガツ										前回予想値 ゼンカイ ヨソウ チ		予想差 ヨソウ サ						参考：3Q実績(10月～12月) サンコウ ジッセキ ガツ ガツ

								FY2016/3		FY2017/3		Change						Forecasts
as at Jan 30, 2017		予想差 ヨソウ サ						15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ

						Orders received		274.9		279.2		+2%						280		△251						661		559		△15%

						Sales		280.0		257.9		-8%						260		△150						698		663		△5%

						Gross margin		16.1%		16.5%		+0.4pt						ー

						Operating income		14.1		10.0		-4.1						10.0		△24 						39		31		△8

						(to sales)		(5.0%)		(3.9%)		-1.1pt						(3.8%)		△0.6pt						(5.6%)		(4.7%)		△0.9pt

						特別損益 トクベツ ソンエキ																				0.0		0.0		±0.0

						Net income
attributable to owners of the parent		6.0		6.5		+0.5						6.0		△34.5 						24		21		△4

						(to sales)		(2.1%)		(2.5%)		+0.4pt						(2.3%)		△1.1pt						(3.5%)		(3.1%)		△0.4pt

						当期純利益
〔税制改正に伴う繰税取崩しの影響除く〕 トウキ ジュンリエキ ゼイセイ カイセイ トモナ ク ゼイ トリクズ エイキョウ ノゾ																				57		57		＋9

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ																				(2.8%)		(2.8%)		＋0.6ｐｔ



						ROE		6.5%		7.0%		+0.5pt														9.6%		9.6%		＋0.8pt

						Free cash flows		6.6		19.9		+13.3														△53		△132		△79





						※親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ



						2Qキャッシュフロー















						当期純利益 トウキ ジュンリエキ																				4,747		4,592		(155)

						繰延税金資産取崩し額 クリノベ ゼイキン シサン トリクズ ガク																						1,075

						当期純利益（繰税　戻し：たられば） トウキ ジュンリエキ クリ ゼイ モド																				4,747		5,667		920

																										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						ＲＯＥ用（期首期末平均） ヨウ キシュ キマツ ヘイキン																						78,493

						ROE（たられば）																						7.2%





業績予想

						業績予想（通期：変更なし版） ギョウセキ ヨソウ ツウキ ヘンコウ バン																				業績予想（通期変更版） ギョウセキ ヨソウ ツウキ ヘンコウ バン





								17年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		18年3月期
予想 ネン ガツ キ ヨソウ		前年差/比 ゼンネン サ ヒ																15年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		16年3月期
予想 ネン ガツ キ ヨソウ		前期差/比 ゼンキ サ ヒ				前回予想
(4月28日) ゼンカイ ヨソウ ガツ ニチ		前回差 ゼンカイ サ

						受注高 ジュチュウ ダカ		2,792		2,800		0%														受注高 ジュチュウ ダカ		2,991		3,000		0%				3,000		＋0

						売上高 ウリアゲ ダカ		2,579		2,700		+5%														売上高 ウリアゲ ダカ		2,922		2,950		+1%				2,950		＋0

						営業利益 エイギョウ リエキ		100		105		+5														営業利益 エイギョウ リエキ		162		165		+3				165		＋0

						（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		(3.9%)		(3.9%)		0.0pt														（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		(5.5%)		(5.6%)		+0.1pt				(5.6%)		＋0.1pt

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		65		67		+2														当期純利益 トウキ ジュンリエキ		78		95		+17				95		＋０

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ		(2.5%)		(2.5%)		0.0pt														（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ		(2.7%)		(3.2%)		+0.5pt				(3.2%)		＋0.1pt





						※親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ																				※親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ



































業績予想 (e)



								FY17/3		FY18/3
Forecasts		Change

						Orders Receipts		279.2		280		0%

						Net Sales		257.9		270		+5%

						Operating Income		10.0		10.5		+0.5

						(to Sales)		(3.9%)		(3.9%)		0.0pt

						Net income
attributable to owners of the parent		6.5		6.7		+0.2

						(to sales)		(2.5%)		(2.5%)		0.0pt











BS

												1000

																				リステート後の数値 ゴ スウチ										貼り付け用（今回未使用） ハ ツ ヨウ コンカイ ミシヨウ																						貼り付け用 ハ ツ ヨウ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																								（単位：億円） タンイ オクエン																						（単位：億円） タンイ オクエン



												17/3末 マツ		1３/6末 マツ		増　減 ゾウ ゲン				16/3末 マツ		増　減 ゾウ ゲン														1３/１２末 マツ		1２/6末 マツ		増　減 ゾウ ゲン				13/3末 マツ		増　減 ゾウ ゲン												16年3月末 ネン ガツ マツ		17年3月末 ネン ガツ マツ		増　減 ゾウ ゲン								15年9月末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン

										現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		59,649				59,649				43,890		15,759												現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		596		0		596				439		158										現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		439		596		158								523		74

										受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		91,153				91,153				104,842		△13,689												受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		912		0		912				1,048		△137										受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		1,048		912		△137								828		84

										たな卸資産 オロシ シサン		8,495				8,495				9,190		△695												たな卸資産 オロシ シサン		85		0		85				92		△7										たな卸資産 オロシ シサン		92		85		△7								117		△32

										その他流動資産 タ リュウドウ シサン		9,704				9,704				9,716		△12												その他流動資産 タ リュウドウ シサン		97		0		97				97		△0										その他流動資産 タ リュウドウ シサン		97		97		△0								100		△3

								流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				169,001		0		169,001				167,638		1,363										流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				1,690		0		1,690				1,676		14								流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				1,676		1,690		14								1,567		123

								固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				28,470				28,470				28,931		△461										固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				285		0		285				289		△5								固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				289		285		△5								311		△26

								資産合計 シサン ゴウケイ				197,471		0		197,471				196,569		902										資産合計 シサン ゴウケイ				1,975		0		1,975				1,966		9								資産合計 シサン ゴウケイ				1,966		1,975		9								1,878		97



										支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		36,475				36,475				39,190		△2,715												買入債務 カイイレ サイム		365		0		365				392		△27										支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		392		365		△27								361		4

										借入金 カリイレ キン		8,256				8,256				8,504		△248												借入金 カリイレ キン		83		0		83				85		△2										借入金 カリイレ キン		85		83		△2								80		3

										その他負債 タ フサイ		56,065				56,065				54,477		1,588												その他負債 タ フサイ		561		0		561				545		16										その他負債 タ フサイ		545		561		16								490		71

								負債合計 フサイ ゴウケイ				100,796		0		100,796				102,171		△1,375										負債合計 フサイ ゴウケイ				1,008		0		1,008				1,022		△14								負債合計 フサイ ゴウケイ				1,022		1,008		△14								930		78

										株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		100,124				100,124				97,101		3,023												株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		1,001		0		1,001				971		30										株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		971		1,001		30								948		53

										その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		△5,514				△5,514				△4,362		△1,152												その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		△55		0		△55				△44		△12										その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		△44		△55		△12								△17		△39

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		2,063				2,063				1,660		403												少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン		21		0		21				17		4										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン		17		21		4								16		4

								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				96,673		0		96,673				94,398		2,275										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				967		0		967				944		23								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				944		967		23								948		19

								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				197,469		0		197,469				196,569		900										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,975		0		1,975				1,966		9								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,966		1,975		9								1,878		97



								自己資本比率 ジコ シホン ヒ リツ				47.9%		ERROR:#DIV/0!						47.2%												自己資本比率 ジコ シホン ヒ リツ				47.9%		ERROR:#DIV/0!		△1.7pt				47.2%		＋3.3pt								自己資本比率 ジコ シホン ヒ リツ				47.2%		47.9%		＋0.7pt								49.6%



																																																														↑

										バランスチェック		2		0		2				0		2																																								ここだけ手パンチ修正 テ シュウセイ





										自己資本 ジコ シホン		94,610		0						92,738

										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		47.911%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				47.178%		＋0.733%



										自己資本（期首期末平均） ジコ シホン キシュ キマツ ヘイキン		93,674

										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		6,550

										ROE		7.0%







										配当金額 ハイトウ キンガク		70				円/株 エン カブ				72		円/株 エン カブ

										株式総数 カブシキ ソウスウ		49,773				千株 セン カブ				49,773		千株 セン カブ

										配当総額 ハイトウ ソウガク		3,484				億円 オクエン				3,584		億円 オクエン

										ＤＯＥ		3.7%								3.8%

										ネットキャッシュ		51,393								35,386



この表を手パンチで絶対に修正しないこと！



BS (e)

																				リステート後の数値 ゴ スウチ										貼り付け用（今回未使用） ハ ツ ヨウ コンカイ ミシヨウ																						貼り付け用 ハ ツ ヨウ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																								（単位：億円） タンイ オクエン



												1４/３末 マツ		1３/6末 マツ		増　減 ゾウ ゲン				13/3末 マツ		増　減 ゾウ ゲン														1３/１２末 マツ		1２/6末 マツ		増　減 ゾウ ゲン				13/3末 マツ		増　減 ゾウ ゲン												End of Mar/16		End of Mar/17		Diff.

										現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		44,434				44,434				30,315		14,119												現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ		444		0		444				303		141										Cash and cash equivalents		43.9		59.6		15.8

										受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		95,975				95,975				92,333		3,642												受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		960		0		960				923		36										Notes & accounts receivable		104.8		91.2		-13.7

										たな卸資産 オロシ シサン		8,150				8,150				10,374		△2,224												たな卸資産 オロシ シサン		82		0		82				104		△22										Inventories		9.2		8.5		-0.7

										その他流動資産 タ リュウドウ シサン		8,792				8,792				8,149		643												その他流動資産 タ リュウドウ シサン		88		0		88				81		6										Others		9.7		9.7		-0.0

								流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				157,351		0		157,351				141,171		16,180										流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				1,574		0		1,574				1,412		162								Current Assets				167.6		169.0		1.4

								固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				31,708				31,708				26,299		5,409										固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				317		0		317				263		54								Noncurrent Assets				28.9		28.5		-0.5

								資産合計 シサン ゴウケイ				189,059		0		189,059				167,471		21,588										資産合計 シサン ゴウケイ				1,891		0		1,891				1,675		216								Assets				196.6		197.5		0.9



										買入債務 カイイレ サイム		43,192				43,192				36,404		6,788												買入債務 カイイレ サイム		432		0		432				364		68										Notes and accounts payable		39.2		36.5		-2.7

										借入金 カリイレ キン		6,432				6,432				4,099		2,333												借入金 カリイレ キン		64		0		64				41		23										Loans		8.5		8.3		-0.2

										その他負債 タ フサイ		50,269				50,269				40,990		9,279												その他負債 タ フサイ		503		0		503				410		93										Others		54.5		56.1		1.6

								負債合計 フサイ ゴウケイ				99,893		0		99,893				81,493		18,400										負債合計 フサイ ゴウケイ				999		0		999				815		184								Liabilities				102.2		100.8		-1.4

										株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		91,182				91,182				85,717		5,465												株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ		912		0		912				857		55										Shareholders' equity		97.1		100.1		3.0

										その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		△3,668				△3,668				△451		△3,217												その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイ ガク		△37		0		△37				△5		△32										Accumulated other 
 comprehensive income		-4.4		-5.5		-1.2

										少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン		1,652				1,652				708		944												少数株主持分 ショウスウ カブヌシ モチブン		17		0		17				7		9										Non-controlling interests		1.7		2.1		0.4

								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				89,166		0		89,166				85,974		3,192										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				892		0		892				860		32								Net Assets				94.4		96.7		2.3

								負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				189,059		0		189,059				167,467		21,592										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,891		0		1,891				1,675		216								Liabilities & Net Assets				196.6		197.5		0.9



								自己資本比率 ジコ シホン ヒ リツ				46.3%		ERROR:#DIV/0!						50.9%												自己資本比率 ジコ シホン ヒ リツ				46.3%		ERROR:#DIV/0!		△1.7pt				50.9%		＋3.3pt								Owner's Equity Ratio				47.2%		47.9%		+0.7pt



																																																														↑

										バランスチェック		0		0		0				4		△4																																								ここだけ手パンチ修正 テ シュウセイ

										自己資本 ジコ シホン		87,514		0						85,266

										自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		46.289%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				50.915%		△4.626%

										自己資本（期首期末平均） ジコ シホン キシュ キマツ ヘイキン		86,390

										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		8,257

										ROE		9.6%









この表を手パンチで絶対に修正しないこと！



CF(年間)

						11/3期 キ		12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ

				FCF		(35)		159		(52)		178		(15)		66		199



				ネットキャッシュ		193		335		262		380		328		354		514





ゴミ⇒





業績サマリー検討用

						業績サマリー ギョウセキ		※1月12日AM速報ベース ガツ ニチ ソクホウ



								年間実績(4月～3月) ネンカン ジッセキ ガツ ガツ								業績予想値 ギョウセキ ヨソウ チ						参考：4Q実績(1月～3月) サンコウ ジッセキ ガツ ガツ

								15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ				予想値 ヨソウ チ		予想差 サ				15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ

						受注高 ジュチュウ ダカ		2,991		2,749		△8%				3,000		△251				766		775		+1%

						売上高 ウリアゲ ダカ		2,922		2,800		△4%				2,950		△150				918		859		△6%

						営業利益 エイギョウ リエキ		162		141		△20				165		△24 				78		75		△3

						（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		(5.5%)		(5.0%)		△0.5pt				(5.6%)		△0.6pt				(8.5%)		(8.7%)		＋0.2pt

						特別損益 トクベツ ソンエキ																0.0		0.0		±0.0

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		78		60.5		△17				95		△34.5 				27				△4

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ		(2.7%)		(2.2%)		△0.5pt				(3.2%)		△1.1pt				(2.9%)				△0.4pt

						当期純利益
〔税制改正に伴う繰税取崩しの影響除く〕 トウキ ジュンリエキ ゼイセイ カイセイ トモナ ク ゼイ トリクズ エイキョウ ノゾ																57		57		＋9

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ																(2.8%)		(2.8%)		＋0.6ｐｔ



						ＲＯＥ		8.7%		8.1%		△0.6pt

						フリー・キャッシュ・フロー		△15





						※親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ



















						当期純利益 トウキ ジュンリエキ																4,747		4,592		(155)

						繰延税金資産取崩し額 クリノベ ゼイキン シサン トリクズ ガク																		1,075

						当期純利益（繰税　戻し：たられば） トウキ ジュンリエキ クリ ゼイ モド																4,747		5,667		920

																						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						ＲＯＥ用（期首期末平均） ヨウ キシュ キマツ ヘイキン																		78,493

						ROE（たられば）																		7.2%





中計公表値検討





CF

						11/3_kami		11/3_simo		12/3_kami		12/3_simo		13/3_kami		13/3_simo		14/3_kami		14/3_simo		15/3_kami		15/3_simo		16/3_kami

				FCF		20		(55)		203		(43)		41		(92)		146		32		44		(59)		135

				NETcash		257		193		388		335		366		262		370		380		457		328		443



				（M\）		11/3_kami		11/3_simo		12/3_kami		12/3_simo		13/3_kami		13/3_simo		14/3_kami		14/3_simo		15/3_kami		15/3_simo		16/3_kami

				営業CF エイギョウ		3,533		(5,128)		21,358		(2,763)		5,931		(7,654)		17,224		6,089		11,691		(9,231)		15,517

				投資CF トウシ		(1,499)		(405)		(1,087)		(1,561)		(1,868)		(1,561)		(2,642)		(2,862)		(7,295)		3,366		(1,973)

				FCF		2,034		(5,533)		20,271		(4,324)		4,063		(9,215)		14,582		3,227		4,396		(5,865)		13,543

																								15/3_nenkan

																						営業CF エイギョウ		2,460

																						投資CF トウシ		(3,929)

																						FCF		(1,469)





				（M\）		11/3_kami		11/3_simo		12/3_kami		12/3_simo		13/3_kami		13/3_simo		14/3_kami		14/3_simo		15/3_kami		15/3_simo		16/3_kami

				現預金 ゲンヨキン		30,968		25,587		44,284		37,456		37,587		30,315		43,835		44,434		46,940		38,951		52,253

				有価証券 ユウカ ショウケン																		5,000

				（その他） タ

				現金同等物 ゲンキン ドウトウ ブツ		30,968		25,587		44,284		37,456		37,587		30,315		43,835		44,434		51,940		38,951		52,253



				短期借入金+1年以内長期 タンキ カリイレ キン ネン イナイ チョウキ		2,300		2,300		4,500		3,500		500		1,099		3,488		1,913		1,777		4,801		6,687

				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		3,000		4,000		1,000		500		500		3,000		3,349		4,518		4,433		1,349		1,265

				（その他） タ

				有利子負債 ユウ リシ フサイ		5,300		6,300		5,500		4,000		1,000		4,099		6,837		6,431		6,210		6,150		7,952





				NetCash		25,668		19,287		38,784		33,456		36,587		26,216		36,998		38,003		45,730		32,801		44,301





CF2 (e)

						100

						1Q 15/3		1Q 16/3

				Operating Cash Flow (A)		2.2		2.7

				Investment Cash Flow(B)		-3.1		-2.4

				Free Cash Flows (A)+(B)		-0.9		0.4

				Financial Cash Flow		-3.8		-1.8

				Cash and Cash Equivalents		39.9		56.1





CF2

						100

						15/3期
3Ｑ累計 キ ルイケイ		16/3期
3Ｑ累計 キ ルイケイ

				営業活動によるキャッシュフロー（Ａ） エイギョウ カツドウ		22		27

				投資活動によるキャッシュフロー（Ｂ） トウシ カツドウ		△ 31		△ 24

				フリー･キャッシュ・フロー（Ａ＋Ｂ）		△ 9		4

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		△ 38		△ 18





				現金および現金同等物期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		399		561





CF2 (ENG)

						100



						9M
FY15.3		9M
FY16.3

				Operating Cash Flow (A)		2.2		2.7

				Investment Cash Flow(B)		-3.1		-2.4

				Free Cash Flows (A)+(B)		-0.9		0.4

				Financial Cash Flow		-3.8		-1.8





				現金および現金同等物期末残高 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		39.9		56.1





CF2 (2)

						100

						1Q FY14/3		1Q FY15/3

				Operating Cash Flow (A)		2.2		2.7

				Investment Cash Flow(B)		-3.1		-2.4

				Free Cash Flows (A)+(B)		-0.9		0.4

				Financial Cash Flow		-3.8		-1.8

				Cash and Cash Equivalents		39.9		56.1





P3実績サマリー (2)

						業績サマリー ギョウセキ		※1月12日AM速報ベース ガツ ニチ ソクホウ



								3Q累計実績(4月～12月) ルイケイ ジッセキ ガツ ガツ								参考：3Q実績(10月～12月) サンコウ ジッセキ ガツ ガツ										予想値 ヨソウ チ		予想差 ヨソウ サ

								15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ				15年3月期 ネン ガツ キ		16年3月期 ネン ガツキ		前年同期差/比 ゼンネン ドウキ サ ヒ						(4月28日）

						受注高 ジュチュウ ダカ		2,225		1,974		△11%				661		559		△15%						1,500		△85

						売上高 ウリアゲ ダカ		2,004		1,941		△3%				698		663		△5%						1,300		△22

						営業利益 エイギョウ リエキ		84		66		△18				39		31		△8						45		△10

						（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ		(4.2%)		(3.4%)		△0.8pt				(5.6%)		(4.7%)		△0.9pt						(3.5%)		△0.7pt

						特別損益 トクベツ ソンエキ										0.0		0.0		±0.0								±0.0

						四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		51		40		△11				24		21		△4						24		△5

						（四半期純利益率） シハンキ ジュン リエキ リツ		(2.6%)		(2.1%)		△0.5pt				(3.5%)		(3.1%)		△0.4pt						(1.8%)		△0.3pt

						当期純利益
〔税制改正に伴う繰税取崩しの影響除く〕 トウキ ジュンリエキ ゼイセイ カイセイ トモナ ク ゼイ トリクズ エイキョウ ノゾ										57		57		＋9

						（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ										(2.8%)		(2.8%)		＋0.6ｐｔ



						ＲＯＥ										9.6%		9.6%		＋0.8pt

						フリー・キャッシュ・フロー		△9		4		+12				△53		△132		△79





						※親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ



						2Qキャッシュフロー















						当期純利益 トウキ ジュンリエキ										4,747		4,592		(155)

						繰延税金資産取崩し額 クリノベ ゼイキン シサン トリクズ ガク												1,075

						当期純利益（繰税　戻し：たられば） トウキ ジュンリエキ クリ ゼイ モド										4,747		5,667		920

																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						ＲＯＥ用（期首期末平均） ヨウ キシュ キマツ ヘイキン												78,493

						ROE（たられば）												7.2%
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▌Revised segment forecasts taking into account
the nine months progress

FY2018/3 Forecasts by Segment (Sales & Operating Income)

*Revised forecasts as at January 30, 2018

107.4 114 112

61.6 65 67

82.4 86 85

6.6
5 6

+5%
257.9

FY17/3 FY18/3
(Revised
forecast)

+3%

+9%

+4%

FY18/3
Previous 
forecast

270270

+2

-1

YoY

8.8 9.1 9.9

3.6 3.7 5.0
6.0 6.1 3.4

-8.4 -8.4 -7.8

+1.3

+0.8

-2.7

+0.6

10.0 10.5 +0.5

-2.6

+1.4

+1.1

+0.6

(7.5%)

(3.9%)(3.9%)

(8.8%)

(7.1%)

(5.7%)

(8.0%)

(7.3%)

(5.8%)

(8.2%)

YoY

-2

+1

±0 ±0 10.5
(3.9%)

(4.0%)

Sales Operating income
( ): to sales

Enterprise
Networks

Carrier 
Networks

Social 
Infra.

Others

(¥ Bn.)

Carrier
Networks

Social
Infra.

Others/
Elimination

Enterprise
Networks

FY17/3 FY18/3
(Revised
forecast)

FY18/3
Previous 
forecast
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Topics：Establishes CVC Fund (February 2018)

Open Innovations

〈Seeds of new business〉
Game changing ideas
of venture companies 〈NESIC assets〉

CVC
Fund

No.1
Only 1

New Businesses

“Game changing ideas 
of venture companies

・ICT Capabilities
・Construction Capabilities
・Support Service Platform

▐ NESIC Establishes CVC Fund to Develop New 
Businesses through Open Innovations with 
Venture Companies
Name：NESIC Innovation Venture Limited Liability Partnership
Total amount managed：500 million yen

× NESIC assets ＝ New businesses”
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(Ref.) End of December 2017 Balance Sheet

End of 17/3 End of 17/12 Diff.
Cash and cash equivalents 59.6 59.1 -0.5
Notes & accounts receivable 91.2 82.5 -8.6
Inventories 8.5 11.7 3.2
Others 9.7 9.9 0.2

Current Assets 169.0 163.3 -5.7
Noncurrent Assets 28.5 28.1 -0.3
Assets 197.5 191.4 -6.0

Notes and accounts payable 36.5 32.2 -4.2
Loans 8.3 8.1 -0.2
Others 56.1 54.4 -1.6

Liabilities 100.8 94.8 -6.0
Shareholders' equity 100.1 99.5 -0.6
Accumulated other
 comprehensive income -5.5 -5.0 0.5
Non-controlling interests 2.1 2.2 0.1

Net Assets 96.7 96.7 0.0
Liabilities & Net Assets 197.5 191.4 -6.0

Owner's Equity Ratio 47.9% 49.3% +1.4pt

（¥bn.）
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(Ref.) 9M FY2018/3 Cash Flows

(¥ Bn.)

9M FY17/3 9M FY18/3

Operating Cash Flow (A) 18.3 5.7

Investment Cash Flow(B) -2.0 -2.0

Free Cash Flows (A)+(B) 16.3 3.7

Financial Cash Flow -3.5 -4.2
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Cautionary Statement

Forecasts and targets of results mentioned in this document are future 
estimates and are thus inclusive of risks and uncertain factors since they 
are not based on definite facts. Please be aware that a variety of factors 
could cause actual results to differ significantly from those projected. The 
major factors affecting actual results include the economic climate and 
social trends surrounding the business of this Company’s group, consumer 
trends vis-a-vis systems and services provided by this Company’s group, as 
well as pressure to lower prices and ability to cope with the market in 
response to intensified competition.

Factors affecting results are not limited to the ones mentioned above.
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NEC Networks & System Integration Corporation
is committed to increasing customer value by
redesigning future communications from the user’s
perspective. 

nesic Search
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http://www.nesic.co.jp/english/index.html

http://www.nesic.co.jp/english/index.html
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