
 
 

（財）財務会計基準機構会員 
 

 1

平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

平成19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 東証一部 

コ ー ド 番 号 ４７６２  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 

半期報告書提出予定日 平成19年12月21日  配当支払開始予定日 平成19年12月３日 
 

（百万円未満切捨） 

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 経営成績 
（％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
中間（当期） 
純 利 益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％
1,396   12.9
1,237    7.2

百万円   ％
189  △40.3
317   △3.4

百万円   ％ 
194  △38.9 
318   △3.2 

百万円   ％
96  △46.8
180   △6.6

19年３月期 2,621  － 625   － 629   － 359   － 
 

 
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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
2,328 46 
4,377 24 

円 銭
－ 
－ 

19年３月期 8,700 52 － 

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △6百万円 18年９月中間期 △3百万円 19年３月期 △4百万円 

(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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
4,865 
4,786 

百万円
4,471 
4,416 

％ 
91.9 
92.3 

円 銭
108,258 25 
106,906 51 

19年３月期 4,902 4,491 91.6 108,729 80 

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,865百万円 18年９月中間期 4,786百万円 19年３月期 4,902百万円 

(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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
169 
292 

百万円
△185 
△223 

百万円 
△115 
△115 

百万円
3,636 
3,658 

19年３月期 630 △348 △218 3,767 
 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期  末 年  間 

 
19年３月期 

円 銭
2,500 00 

円 銭
2,800 00 

円 銭 
5,300 00 

20年３月期 2,500 00 － 

20年３月期（予想） － 2,800 00 
5,300 00 

 

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

 
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 

 
通 期 

百万円     ％  

2,800  6.8 
百万円     ％ 

518 △17.1 
百万円     ％ 

525 △16.5 
百万円     ％  

300 △16.4 
円     銭 

7,262 51 
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４．その他 

(1) 中間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（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（注）詳細は、14ページ「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」をご覧ください。 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年９月中間期 41,308株 18年９月中間期 41,308株 19年３月期 41,308株 

② 期末自己株式数 

19年９月中間期 ０株 18年９月中間期  ０株 19年３月期  ０株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 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、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いては、３ページ「１．経営成績（1）

経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

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1,338百万円（前年同期増減率9.9％

増）となり、機器販売を含めた売上高は1,396百万円（前年同期増減率12.9％増）となりました。 

「ＸＮＥＴサービス」は、既存のお客様の業務拡大や新規のお客様の増加などにより、売上高は前年

同期比増収となりました。 

機器販売等の売上高は、機器の販売価格が低下していることなどで、前年同期比増加となったものの

売上高合計に占める構成比は低下傾向にあります。 
 

（単位：百万円） 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(平成19年3月期)  

 構成比  構成比  構成比

ＸＮＥＴサービス 1,218 ( 8.3％増) 98.5％ 1,338 ( 9.9％増) 95.9％ 2,496 95.3％

機器販売等 18 (35.0％減) 1.5 57 (214.4％増) 4.1 124 4.7 

合 計 1,237 ( 7.2％増) 100.0 1,396 (12.9％増) 100.0 2,621 100.0 
 

② 営業利益、経常利益、中間純利益 

売上高は前年同期比増収となったものの、下期以降の売上計上を見込んでおります案件の新規開発の

工数が当初の見込み以上に大幅に増加したために、開発会社への業務委託費や従業員の採用費用等が増

加しました。これらの経費が売上計上に先行して発生したため、営業利益189百万円（前年同期増減率

40.3％減）、経常利益194百万円（前年同期増減率38.9％減）、中間純利益96百万円（前年同期増減率46.8％

減）となりました。 

 

③ 当期の見通し 

平成19年９月中間期は、概ね平成19年７月26日（第１四半期発表時）に行った業績予想の水準となり

ました。当期（平成20年３月期）の下期は、売上高は予想どおりの水準を達成すると見ております。 

また開発費用等の経費は中間期に比較してさらに減少すると見ており、利益の水準は改善し利益率も前

期並みなる見込みです。この結果、平成20年３月期通期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の

予想値は平成19年７月26日の第１四半期業績で発表した通期の業績予想と変更ありません。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当中間会計期間末の資産につきましては、総資産が4,865百万円（前期末比37百万円減）となりました。

これは主として、無形固定資産518百万円となり前期末の無形固定資産と比較して22百万円の減少等によ

るものです。 

負債につきましては、負債合計が393百万円（前期末比18百万円減）となりました。これは主として、

流動負債が320百万円となり前期末の流動負債と比較して24百万円の減少等によるものです。 

純資産につきましては、純資産合計4,471百万円となり前期末の純資産合計と比較して19百万円減とな

りました。これは繰越利益剰余金が減少したことによるものです。 
 

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。）の期末残高は3,636百万円（対

前年同期比21百万円減）となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りです。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は169百万円（対前年同期比123百万円減）となりました。営業収入

は増加したものの、人件費の支出やその他の営業支出の増加が資金の減少になった主な要因です。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、185百万円（前年同期は223百万円の使用）となりました。主に

ソフトウェア投資及び事務所移転に関わる保証金の差入によるものです。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

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

によるものです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年３月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 
平成19年９月

中間期 

自己資本比率（％） 90.0 92.6 91.5 91.6 91.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 329.5 266.0 215.7 159.2 122.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － － 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

（注２）当社は有利子負債が無いため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレ

ッジ・レシオは記載していません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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、株主に対する利益還元を積

極的に行うことを基本方針としています。 

当期の配当に関しましては、安定的な財務内容を考慮して前期と同じ中間配当2,500円、期末配当2,800円

（年間配当5,300円）の予定です。 
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２．企業集団の状況  

最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図」から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処すべき

課題 

平成19年３月期決算短信（平成19年４月25日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.xnet.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ)） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19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19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  3,658,197  3,636,499  3,767,189 

２．売掛金  76,722  119,219  71,803 

３．たな卸資産  378  403  110 

４．繰延税金資産  11,760  8,170  10,710 

５．その他  10,350  9,920  9,043 

６．貸倒引当金  △63  △107  △64 

流動資産合計   3,757,345 78.5 3,774,106 77.6 16,760  3,858,791 78.7

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１     

(1）工具、器具及び
備品 

 33,584  38,995  39,370 

有形固定資産合計  33,584  38,995 5,410 39,370 

２．無形固定資産      

(1）ソフトウェア  533,350  517,794  540,577 

(2）電話加入権  993  993  993 

無形固定資産合計  534,343  518,787 △15,555 541,571 

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券  5,000  1,351  5,000 

(2）関係会社株式  126,750  110,547  126,750 

(3）保証金  99,596  179,717  99,596 

(4）長期性預金  200,000  200,000  200,000 

(5）繰延税金資産  29,650  41,670  31,850 

(6）破産更生債権等  －  349  － 

(7）貸倒引当金  －  △349  － 

投資その他の資産
合計 

 460,996  533,286 72,290 463,196 

固定資産合計   1,028,924 21.5 1,091,070 22.4 62,145  1,044,137 21.3

資産合計   4,786,270 100.0 4,865,176 100.0 78,905  4,902,928 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19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19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  2,508  30,442  2,408 

２．未払金  96,519  130,084  142,726 

３．未払法人税等  140,948  90,493  110,408 

４．役員賞与引当金  16,068  13,052  26,105 

５．その他 ※２ 53,221  55,994  62,461 

流動負債合計   309,266 6.4 320,067 6.6 10,800  344,110 7.0

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金  60,909  73,177  67,408 

固定負債合計   60,909 1.3 73,177 1.5 12,267  67,408 1.4

負債合計   370,175 7.7 393,244 8.1 23,068  411,518 8.4

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   783,200 16.4 783,200 16.1 －  783,200 16.0

２．資本剰余金      

(1）資本準備金  1,461,260  1,461,260  1,461,260 

資本剰余金合計   1,461,260 30.5 1,461,260 30.0 －  1,461,260 29,8

３．利益剰余金      

(1）利益準備金  17,397  17,397  17,397 

(2）その他利益剰余
金 

     

繰越利益剰余金  2,154,237  2,210,074  2,229,552 

利益剰余金合計   2,171,634 45.4 2,227,471 45.8 55,837  2,246,950 45.8

株主資本合計   4,416,094 92.3 4,471,931 91.9 55,837  4,491,410 91.6

純資産合計   4,416,094 92.3 4,471,931 91.9 55,837  4,491,410 91.6

負債純資産合計   4,786,270 100.0 4,865,176 100.0 78,905  4,902,928 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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   1,237,139 100.0 1,396,612 100.0 159,472  2,621,042 100.0

Ⅱ 売上原価   13,046 1.1 44,624 3.2 31,578  99,214 3.8

売上総利益   1,224,093 98.9 1,351,987 96.8 127,893  2,521,828 96.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  906,583 73.3 1,162,463 83.2 255,879  1,896,536 72.4

営業利益   317,510 25.6 189,523 13.6 △127,986  625,291 23.8

Ⅳ 営業外収益 ※２  1,327 0.1 5,130 0.3 3,803  4,662 0.2

経常利益   318,837 25.7 194,654 13.9 △124,183  629,954 24.0

Ⅴ 特別利益 ※３  77 0.0 － － △77  76 0.0

Ⅵ 特別損失 ※４  42 0.0 19,850 1.4 19,808  42 0.0

税引前中間（当期）
純利益 

  318,873 25.7 174,803 12.5 △144,069  629,988 24.0

法人税、住民税及
び事業税 

 135,207  85,900  268,887 

法人税等調整額  2,850 138,057 11.1 △7,280 78,620 5.6 △59,437 1,700 270,587 10.3

中間（当期）純利
益 

  180,815 14.6 96,183 6.9 △84,631  359,401 13.7
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（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 

株主資本合計

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 4,383,078 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）    △115,662 △115,662 △115,662 

役員賞与（注）    △32,137 △32,137 △32,137 

中間純利益    180,815 180,815 180,815 

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － 33,015 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 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。 

 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19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 

株主資本合計

平成19年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,229,552 2,246,950 4,491,410 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当    △115,662 △115,662 △115,662 

中間純利益    96,183 96,183 96,183 

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － △19,478 △19,478 △19,478 

平成19年９月30日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,210,074 2,227,471 4,471,931 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31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 

株主資本合計

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 4,383,078 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当（注)１    △218,932 △218,932 △218,932 

役員賞与（注)２    △32,137 △32,137 △32,137 

当期純利益    359,401 359,401 359,401 

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － 108,332 108,332 108,332 

平成19年３月31日残高
（千円） 

783,200 1,461,260 17,397 2,229,552 2,246,950 4,491,410 

 
（注）１．平成18年６月の定時株主総会決議における利益処分項目及び平成18年10月の取締役会

決議における中間配当であります。 

２．平成18年６月の定時株主総会決議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18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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  1,308,606 1,349,195  2,697,428 

２．原材料又は商品の仕
入れによる支出 

 △38,365 △16,884  △124,365 

３．未払消費税等の増加
額（△：減少額） 

 △5,041 △1,712  △3,910 

４．人件費の支出  △441,427 △544,768  △865,899 

５．その他の営業支出  △360,590 △515,185  △745,746 

小計  463,182 270,644 △192,538 957,507 

６．利息及び配当金の受
取額 

 1,040 4,784  4,100 

７．法人税等の支払額  △171,245 △105,507  △331,462 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 292,977 169,921 △123,056 630,146 

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 

 △13,079 △13,192  △27,703 

２．無形固定資産の取得
による支出 

 △110,311 △92,144  △220,997 

３．保証金の差入による
支出 

 － △80,121  － 

４．定期預金の預入によ
る支出 

 △100,000 －  △100,000 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △223,390 △185,458 37,932 △348,700 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

１．配当金の支払額  △115,292 △115,152  △218,158 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △115,292 △115,152 140 △218,158 

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 

 △45,705 △130,689 △84,984 63,286 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,703,902 3,767,189 63,287 3,703,902 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 3,658,197 3,636,499 △21,698 3,767,189 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 ────── ────── 

 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） 

  

 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。 

同左 同左 

 

 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金 

  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。 

同左 

 

 

 

 

────── 

 役員賞与の支出に備えて、

当事業年度における支給見込

額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「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

利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ26,105千円減少

しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（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

中間貸借対照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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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

当する金額は、4,491,410千円であ

ります。 

 なお、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

────── （固定資産の減価償却方法の変

更） 

 平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月

30日政令第83号））に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 この変更に伴う損益への影響は

軽微であります。 

────── 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──────  当中間会計期間より、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定

資産については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によってお

ります。 

 この変更に伴う損益への影響は

軽微であります。 

────── 
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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18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

34,600千円 51,623千円 43,196千円

※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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．減価償却実施額    

有形固定資産 6,807千円 8,551千円 15,647千円

無形固定資産 97,845千円 105,956千円 201,226千円

※２．営業外収益のうち主要

なもの 

受取利息 1,112千円 4,765千円 4,242千円

※３．特別利益のうち主要な

もの 

貸倒引当金戻入 77千円 － 76千円

※４．特別損失のうち主要な

もの 

固定資産除却損 42千円 － 42千円

投資有価証券評価損 － 3,648千円 －

関係会社株式評価損 － 16,202千円 －

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（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29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会計期間末後となるもの 

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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当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 115,662 2,800 平成19年３月31日 平成19年６月29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会計期間末後となるもの 

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19年10月25日 

取締役会 
普通株式 103,270 利益剰余金 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月３日

 

 

 



㈱エックスネット（4762）平成20年３月期 中間決算短信（非連結） 

 17

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度末 
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29日

平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 103,270 2,500 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成19年３月31日 平成19年６月29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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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18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19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19年３月31日現在）
 
 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 3,636,499 

現金及び現金同等物 3,636,499 
  

 
 千円

現金及び預金勘定 3,767,189 

現金及び現金同等物 3,767,189 
  

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 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

が準用する財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。 

同左  重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が

少額なため、財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定により記載を省略しております。 

   

 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（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 

 

 

当中間会計期間末（平成19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 1,351 

 

 

前事業年度末（平成19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 
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（デリバティブ取引関係） 

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

19年４月１日 至 平成19年９月30日）及び前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年

３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、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18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

関連会社に対する投資の
金額（千円） 

126,750 110,547 126,750 

持分法を適用した場合の
投資の金額（千円） 

144,524 137,569 143,623 

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） 

△3,887 △6,054 △4,583 

 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
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 108,258円25銭

１株当たり中間純利益 2,328円46銭
  

 
１株当たり純資産額 108,729円80銭

１株当たり当期純利益 8,700円52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、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 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、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 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、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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 180,815 96,183 359,401 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
180,815 96,183 359,401 

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

－ － － 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

 


