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平成 19 年 ３月期   中間決算短信（非連結） 平成 18年 10月 25日  
上 場 会 社 名 株式会社 エックスネット 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 ４７６２ 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.xnet.co.jp）  
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 鈴木 邦生   
問 合せ先責任者 役職名 専 務 取 締 役 氏名 小林 親一 ＴＥＬ (03)5772－8200 

決算 取 締 役会 開 催日 平成18年10月25日  配 当 支 払 開 始 日 平成18年12月１日 
元株制度採用の有無 無    単

 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日 ～ 平成18年９月30日） 
 (1)経営成績 （百万円未満切捨て） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 ％
 1,237 7.2 
 1,153 0.3

百万円 ％ 
 317 △3.4 

328 △18.8

百万円 ％
 318 △3.2 
 329 △18.8

18年３月期  2,506 675  677   
中間(当期)純利益 １ 株 当 た り

中間(当期)純利益
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 ％
 180 △6.6 
 193 △18.9 

円 銭 
 4,377 24 
 4,685 46 

円 銭 
   
  

18年３月期  464  10,459 95    
(注)① 持分法投資損益 18年９月中間期  △3百万円 17年９月中間期  3百万円 18年３月期  6百万円 

② 期中平均株式数 18年９月中間期   41,308株 17年９月中間期  41,306株 18年３月期  41,307株 
③ 会計処理の方法の変更 有 
④ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率   

 (2)財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １ 株 当 た り 

純 資 産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
4,786 
4,639 

百万円
4,416 
4,284 

％ 
92.3 
92.4 

円 銭
 106,906 51 
 103,731 65 

18年３月期 4,787 4,383 91.5  105,329 27  
(注)① 期末発行済株式数 18年９月中間期 41,308株 17年９月中間期 41,308株 18年３月期 41,308株 

② 期末自己株式数 18年９月中間期   －株 17年９月中間期   －株 18年３月期   －株  
 (3)キャッシュ・フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現 金 及 び 現 金 
同 等 物 期 末 残 高 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
292 
230 

百万円
△223 
△202 

百万円 
△115 
△114 

百万円
3,658 
3,478 

18年３月期 545 △189 △217 3,703
 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
2,600 

百万円
680 

百万円 
380 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）9,199円18銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期  末 年  間 

18年３月期 2500.00 2800.00 5300.00 
19年３月期（実績） 2500.00 － 
19年３月期（予想）  2800.00 

5300.00 

※ 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定
を前提としております。実際の業績は、今後様々 な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の４ページを参照してください。 

 



 

（添付資料） 
 
 

１. 企業集団の状況  

当社は親会社、子会社がありません。営業体制、サービス体制を強化するため平成13

年４月に関連会社のウェブオフィス株式会社、平成16年12月には関連会社のユーエックス

ビジネス株式会社、平成18年１月には関連会社エックス・ネット・サービス株式会社を設

立しております。当社との関連は下図の通りです。 
 

お 客 様 

株式会社 
エックスネット 

ウェブオフィス 
株式会社 

ＸＮＥＴサービス ＢＰＯサービス 

ユーエックスビジネス 
株式会社 

エックスネット 
サービス 

ＸＮＥＴサービス ＸＮＥＴサービス 

ＵＸサービス エックス・ネット・サービス 
株式会社 

ＸＮＥＴサービス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２. 経営方針  

（１）経営の基本方針 

ＸＮＥＴの経営の基本方針は、極めて明確で、「ＸＮＥＴサービス」のみを推進して

行くということです。 

日本の企業が行っている、システムの自社開発の時代から、ＸＮＥＴが目指すアウト

ソーシングは今後急速に進むと考えています。このアウトソーシングのマーケットに「共

用型」（一つのシステムを多数のユーザーで共同利用する）、「コラボレーション」（顧

客と共同研究しながらシステムをブラッシュアップする）のキーワードでサービスするの

が「ＸＮＥＴサービス」です。今後の企業内システムの主流になると考えていますので「Ｘ

ＮＥＴサービス」一筋を貫きたいと思います。 

（２）利益配分に関する方針 

安定的な経営基盤の確保と株主利益の向上を、重要な経営政策と考えており、株主の

皆様には積極的に利益還元をして行く方針です。 

（３）目標とする経営指標 

財務面では売上高経常利益率が30％程度の収益体質を維持しつつ、創業時を除いて以

来続けている有利子負債ゼロの無借金経営を今後も続けていくつもりです。 
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（４）中長期的な会社の経営戦略 

前述のように「ＸＮＥＴサービス」を続けて発展する方針は今後も変わりません。た

だ、これまでお客様が金融機関で「資産運用」が中心でしたが、今後は「資産運用以外」

及び他の業界に広げていく方針です。 

（５）会社の対処すべき課題 

お客様の多様化を進めています。これまでお客様が金融機関、特に資産運用のお客様

が中心となっていたものを、「資産運用以外のお客様」の開拓を進めています。お客様の

多様化が進んでいますが、さらに順調な軌道に乗せることが重要なテーマです。 

一方、資産運用のお客様についても有価証券中心から融資分野の拡大、充実化という

課題に取り組んでいます。 

（６）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
 

３. 経営成績及び財政状態  

 経営成績  

（１）売上高 

当中間会計期間は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」の売上高が1,218百万円（前

年同期比8.3％増）となり、機器販売等を含めた売上高は1,237百万円（前年同期比7.2％

増）となりました。 

「ＸＮＥＴサービス」は、既存のお客様による堅調な需要と、現在、注力しています

「お客様の多様化」による新規の案件の増加、新規顧客の増加等で売上高は前年同期と比

較して増収となりました。 

コンピュータとその運用までをサービスに含めて提供する「ＸＮＥＴサービス」のフ

ル・サービス化の進展もあり、お客様のコンピュータの新規購入が減少し、また、機器の

購入単価が低下していることもあって、当社が代理店業務として行っていた「機器販売等」

の売上高が減少しました。 

売上高の内訳は以下の通りです。 

 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月期） 

 金額(百万円)前年同期比(％)金額(百万円)前年同期比(％) 金額(百万円) 

ＸＮＥＴサービス 1,218 （8.3） 1,125 （△0.7） 2,298 

機器販売等 18 （△34.5） 28 （64.7） 207 

合計 1,237 （7.2） 1,153 （0.3） 2,506 
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（２）営業利益、経常利益、中間純利益 

新規案件が増えたため従業員の増員や業務委託費等の費用が売上に先行して発生し、

機器も含めてサービスするフルサービス化への移行準備のため機器・設備等の費用の増加

もあり、営業利益317百万円（前年同期比3.4％減）、経常利益318百万円（前年同期比3.2％

減）、中間純利益180百万円（前年同期比6.6％減）となりました。 
 

（３）配当 

１株当たり中間配当金を2,500円とします。 
 

（４）当期の見通しについて 

（フル・サービス化） 

「ＸＮＥＴサービス」のフル・サービス化が進んでいます。「フル・サービス」は、

お客様はコンピュータの購入、設置の必要がなく、コンピュータとその運用まで含めた

サービスを提供するものです。このフル・サービス化の進展により、お客様がコンピュ

ータの購入の必要がなくなったため、当社が代理店業務として行っていた「機器販売等」

の売上の減少につながります。また、機器の購入単価が低下していることもあって、当

初見込んでいた業績予想を下方に修正しました。 

（顧客の多様化） 

お客様の多様化を進めています。新規のお客様は増加しています。ただ、当社のビジ

ネスモデルは「ＸＮＥＴサービス」をお客様が使用を開始してから月額サービス利用料

を売上に計上します。お客様の増加は売上に寄与しつつあり、「ＸＮＥＴサービス」の

売上は今９月中間期も前年同期比増収となりましたが、お客様が「ＸＮＥＴサービス」

の使用を本格的に開始して、売上にフルに計上されるのが来期にずれ込む見通しに修正

しました。 

以上から、当期の見通しについては売上高2,600百万円（3.8％増）、経常利益680百

万円（0.4％増）、当期純利益380百万円（18.1％減）を見込んでおります。 
 
 
 
 
 
 

― 4 ― 4 



 

 財政状態  

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は3,658

百万円（対前年同期比179百万円増）となりました。当中間会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況は以下の通りです。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、292百万円（対前年同期比62百万円増）となりまし

た。営業収入の増加が主な増加要因です。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、223百万円（前年同期は202百万円の使用）となりま

した。主にソフトウェア投資及び長期性預金の預入れによる支出です。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、115百万円（前年同期は114百万円の使用）で、配当

金の支払いによるものです。 
 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 

 
第 12 期 

平成15年3月期

第 13 期 

平成15年9月期

第 14 期 

平成16年9月半期

第 15 期 

平成17年9月半期 

第 16 期 

平成18年9月半期

自己資本比率（％） 90.8 90.0 92.2 92.4 92.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 116.7 329.5 303.2 252.8 180.4 

債務償還年数（年） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － － － 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、中間末（期末）株価終値×中間末（期末）発行済株式総数により計算しておりま

す。 
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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金  3,478,875  3,658,197  3,703,902 

２．売掛金  128,330  76,722  148,189 

３．たな卸資産  240  378  － 

４．繰延税金資産  11,760  11,760  14,740 

５．その他  10,459  10,350  8,515 

６．貸倒引当金  －  △63  △140 

流動資産合計   3,629,665 78.2 3,757,345 78.5 127,680  3,875,207 80.9

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１     

(1）工具、器具及び
備品 

 32,647  33,584  27,355 

有形固定資産合計   32,647 0.7 33,584 0.7 937  27,355 0.6

２．無形固定資産      

(1）ソフトウェア  528,274  533,350  523,268 

(2）電話加入権  993  993  993 

無形固定資産合計   529,267 11.4 534,343 11.2 5,075  524,261 11.0

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券  146,787  5,000  5,000 

(2）関係会社株式  101,750  126,750  126,750 

(3）保証金  99,596  99,596  99,596 

(4）長期性預金  100,000  200,000  100,000 

(5）繰延税金資産  －  29,650  29,520 

投資その他の資産
合計 

  448,133 9.7 460,996 9.6 12,862  360,866 7.5

固定資産合計   1,010,049 21.8 1,028,924 21.5 18,875  912,483 19.1

資産合計   4,639,714 100.0 4,786,270 100.0 146,555  4,787,691 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金  14,393  2,508  27,449 

２．未払金  86,094  96,519  93,784 

３．未払法人税等  141,114  140,948  176,465 

４．役員賞与引当金  －  16,068  － 

５．その他 ※２ 43,392  53,221  50,187 

流動負債合計   284,994 6.1 309,266 6.4 24,271  347,886 7.3

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金  52,122  60,909  56,725 

２．繰延税金負債  17,650  －  － 

固定負債合計   69,772 1.5 60,909 1.3 △8,863  56,725 1.2

負債合計   354,767 7.6 370,175 7.7 15,408  404,612 8.5

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   783,200 16.9 － － △783,200  783,200 16.3

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  1,461,260  －  1,461,260 

資本剰余金合計   1,461,260 31.5 － － △1,461,260  1,461,260 30.5

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金  17,397  －  17,397 

２．中間（当期）未処
分利益 

 1,953,822  －  2,121,221 

利益剰余金合計   1,971,219 42.5 － － △1,971,219  2,138,618 44.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  69,267 1.5 － － △69,267  －

資本合計   4,284,947 92.4 － － △4,284,947  4,383,078 91.5

負債資本合計   4,639,714 100.0 － － △4,639,714  4,787,691 100.0

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 783,200 16.4 783,200  － －

２．資本剰余金      

(1）資本準備金  －  1,461,260  － 

資本剰余金合計   － － 1,461,260 30.5 1,461,260  － －

３．利益剰余金   － －   － －

(1）利益準備金  －  17,397  － 

(2）その他利益剰余
金 

     

繰越利益剰余金  －  2,154,237  － 

利益剰余金合計   － － 2,171,634 45.4 2,171,634  － －

株主資本合計   － － 4,416,094 92.3 4,416,094  － －

純資産合計   － － 4,416,094 92.3 4,416,094  － －

負債純資産合計   － － 4,786,270 100.0 4,786,270  － －
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

対前中間期比 
前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,153,750 100.0 1,237,139 100.0 83,389  2,506,397 100.0

Ⅱ 売上原価   21,552 1.9 13,046 1.1 △8,506  181,045 7.2

売上総利益   1,132,197 98.1 1,224,093 98.9 91,896  2,325,351 92.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  803,374 69.6 906,583 73.3 103,209  1,649,359 65.8

営業利益   328,823 28.5 317,510 25.6 △11,313  675,992 27.0

Ⅳ 営業外収益 ※２  466 0.0 1,327 0.1 860  1,865 0.0

経常利益   329,290 28.5 318,837 25.7 △10,452  677,858 27.0

Ⅴ 特別利益 ※３  － － 77 0.0 77  111,615 4.5

Ⅵ 特別損失 ※４  75 0.0 42 0.0 △33  470 0.0

税引前中間（当期）
純利益 

  329,214 28.5 318,873 25.7 △10,341  789,003 31.5

法人税、住民税及
び事業税 

 135,306  135,207  327,056 

法人税等調整額  370 135,676 11.7 2,850 138,057 11.1 2,381 △2,260 324,796 13.0

中間（当期）純利
益 

  193,537 16.8 180,815 14.6 △12,722  464,206 18.5

前期繰越利益   1,760,284 －   1,760,284

中間配当額   － －   103,270

中間（当期）未処
分利益 

  1,953,822 －   2,121,221
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③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,121,221 2,138,618 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注） － － － △115,662 △115,662 

役員賞与（注） － － － △32,137 △32,137 

中間純利益 － － － 180,815 180,815 

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － 33,015 33,015 

平成18年９月30日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,154,237 2,171,634 

 

 
 株主資本 

 

 

 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高
（千円） 

4,383,078 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △115,662 

役員賞与（注） △32,137 

中間純利益 180,815 

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

33,015 

平成18年９月30日残高
（千円） 

4,416,094 

 
（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

対前中間
期比 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減 
（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

１．営業収入  1,115,866 1,308,606  2,447,944 

２．原材料又は商品の仕
入れによる支出 

 △16,515 △38,365  △162,711 

３．未払消費税等の増加
額（△減少額） 

 11,138 △5,041  15,302 

４．人件費の支出  △427,563 △441,427  △812,635 

５．その他の営業支出  △315,214 △360,590  △649,878 

小計  367,712 463,182 95,470 838,022 

６．利息及び配当金の受
取額 

 269 1,040  1,513 

７．法人税等の支払額  △137,822 △171,245  △294,221 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 230,159 292,977 62,818 545,314 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

１．有形固定資産の取得
による支出 

 △3,748 △13,079  △13,456 

２．無形固定資産の取得
による支出 

 △93,607 △110,311  △182,668 

３．関係会社株式の取得
による支出 

 － －  △25,000 

４．投資有価証券の取得
による支出 

 △5,000 －  △5,000 

５．投資有価証券の売却
による収入 

 － －  136,615 

６．定期預金の預入によ
る支出 

 △100,000 △100,000  △100,000 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △202,356 △223,390 △21,034 △189,509 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

１．株式の発行による収
入 

 900 －  900 

２．配当金の支払額  △115,177 △115,292  △218,152 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △114,277 △115,292 △1,015 △217,252 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △86,474 △45,705 40,769 138,552 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,565,350 3,703,902 138,552 3,565,350 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 3,478,875 3,658,197 179,322 3,703,902 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

有価証券 有価証券 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 (1）関連会社株式 (1）関連会社株式 (1）関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(2）その他有価証券  (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額金は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  工具、器具及び備品につい

ては、定率法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

工具、器具及び備品 

４～６年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  一般債権については貸倒実

績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上することに

しております。 

 なお、当中間会計期間の繰

入額はありません。 

 一般債権については貸倒実

績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上することに

しております。 

 一般債権については貸倒実

績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上することに

しております。 

 

 (2） (2）役員賞与引当金 (2） 

   役員賞与の支出に備えて、

当事業年度における支給見込

額の当中間会計期間負担額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用してお

ります。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ16,068千円減少

しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）（日本

公認会計士協会 会計制度委

員会報告第13号）に定める簡

便法（期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法）

により、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）（日本

公認会計士協会 会計制度委

員会報告第13号）に定める簡

便法（期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法）

により、当事業年度末におい

て発生している額を計上して

おります。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 税抜方式によっております。 同左 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

────── (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与

える影響はありません。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額4,416,094千円であり

ます。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対象表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

23,871千円 34,600千円 28,693千円

※２．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

同左  未払消費税等は、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

 
（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．減価償却実施額    

有形固定資産 5,764千円 6,807千円 12,865千円

無形固定資産 90,729千円 97,845千円 184,183千円

※２．営業外収益のうち主要

なもの 

受取利息 370千円 1,112千円 827千円

※３．特別利益のうち主要な

もの 

貸倒引当金戻入 －千円 77千円 －千円

※４．特別損失のうち主要な

もの 

固定資産除却損 75千円 42千円 470千円

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 41,308 － － 41,308 

合 計 41,308 － － 41,308 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 115,662 2,800 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 103,270 利益剰余金 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月１日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成17年９月30日現在） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成18年９月30日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係（平

成18年３月31日現在） 
 

 千円 

現金及び預金勘定 3,478,875 

現金及び現金同等物 3,478,875 
  

 
 千円

現金及び預金勘定 3,658,197 

現金及び現金同等物 3,658,197 
  

 
 千円

現金及び預金勘定 3,703,902 

現金及び現金同等物 3,703,902 
  

 
 

（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が

少額なため、中間財務諸表等規則第５条の３

の規定により記載を省略しております。 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具、器具及
び備品 

－ － － 

合計 － － － 

  

  

    

 

 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

工具、器具及
び備品 

－ － －

合計 － － －

  
(2）未経過リース料中間期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円 
  

 
 

 

 
  

 
１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

 千円 

支払リース料 892 

減価償却費相当額 833 

支払利息相当額 6 
  

  
 

  

  

  
  

  
 千円

支払リース料 892 

減価償却費相当額 833 

支払利息相当額 6 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法  (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法  (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各事

業年度への配分方法については、利息法

によっております。 

  リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各事

業年度への配分方法については、利息法

によっております。 
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（有価証券関係） 

（前中間会計期間末）（平成 17 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 25,000 141,787 116,787 

合計 25,000 141,787 116,787 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 
（当中間会計期間末）（平成 18 年９月 30 日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 
（前事業年度末）（平成 18 年３月 31 日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 
（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の
金額（千円） 

101,750 126,750 126,750 

持分法を適用した場合の
投資の金額（千円） 

117,843 144,524 145,410 

持分法を適用した場合の
投資利益または投資損失
（△）の金額（千円） 

3,593 △3,887 6,209 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 103,731円65銭 

１株当たり中間純利益 4,685円46銭 

  

 
１株当たり純資産額 106,906円51銭

１株当たり中間純利益 4,377円24銭

  

 
１株当たり純資産額 105,329円27銭

１株当たり当期純利益 10,459円95銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 193,537 180,815 464,206 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 32,137 

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円） 
（－） （－） （32,137）

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
193,537 180,815 432,069 

期中平均株式数 普通株式  41,306株 普通株式  41,308株 普通株式  41,307株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ＸＮＥＴサービスの顧客の拡大を

図るため、株式会社セレブリックス

と合弁でエックス・ネット・サービ

ス株式会社の設立を、平成17年12月

５日開催の当社取締役会において決

議しました。 

(1）商号：エックス・ネット・サー

ビス株式会社 

(2）本店所在地：東京都新宿区 

(3）資本金：１億円 

(4）発行株式数：2,000株 

(5）出資比率：当社25％（500株、取

得価額2,500万円）、株式会社セ

レブリックス75％（1,500株、取

得価額7,500万円） 

(6）事業内容：「ＸＮＥＴサービス」

の提供 

────── 

 

 

 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2）【その他】 

平成 18 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額…………………… 103,270 千円 

(ロ）１株当たりの金額………………………………… 2,500 円 00 銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成 18 年 12 月１日 

 （注） 平成 18 年９月 30 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 
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