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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 1,614 ― 397 ― 402 ― 218 ―

20年3月期第2四半期 1,396 12.9 189 △40.3 194 △38.9 96 △46.8

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

21年3月期第2四半期 5,292.13 ―

20年3月期第2四半期 2,328.46 ―

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

21年3月期第2四半期 5,169 4,693 90.8 113,611.83
20年3月期 5,002 4,583 91.6 110,952.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,693百万円 20年3月期  4,583百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,800.00 5,300.00
21年3月期 ― 2,800.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,800.00 5,600.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 3,170 7.1 800 37.1 810 36.4 460 44.8 11,135.86

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[ (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、2ページ【定性
的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  41,308株 20年3月期  41,308株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  0株 20年3月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  41,308株 20年3月期第2四半期  41,308株
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【定性的情報・財務諸表等】 

文中の前年同四半期の金額及び前年同四半期増減率は、四半期会計基準等の適用前の金額及び同金額との増減

率であり、参考として記載しているものです。 

１．経営成績に関する定性的情報 
 

① 売上高 

平成21年３月期第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の売上高は、中

核商品である「XNETサービス」の売上高が1,532百万円（前年同期比14.5％増）となり、機器販売を含め

た売上高は1,614百万円（前年同期比15.6％増）となりました。 

「XNETサービス」は、世界的な金融危機の影響も軽微で堅調に推移しており、当年度第１四半期に続

き前年同期比10％以上の増加となりました。 

機器販売等の売上高は82百万円（前年同期比42.6％増）となりました。 

売上高の内訳は以下の通りです。 
 

平成 20 年３月期 

第２四半期累計期間 

平成 21 年３月期 

第２四半期累計期間 品 目 

金額 構成比 金額 構成比 前年同期比

ＸＮＥＴサービス 
百万円 

1,338 

％ 

95.9 

百万円 

1,532 

％ 

94.9 

％ 

14.5 

機器販売等 57 4.1 82 5.1 42.6 

合 計 1,396 100.0 1,614 100.0 15.6 

 
 

② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

当年度第１四半期に続き、販管費が前年同期比減少となった結果、利益は大幅増となりました。営業

利益は397百万円（前年同期比109.5%増）、経常利益は402百万円（前年同期比106.7%増）、四半期純利

益は218百万円（前年同期比127.3%増）となりました。特別損失の23百万円は、関係会社株式及び投資有

価証券の評価損を計上したことによるものです。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
 

当第２四半期末の総資産は、流動資産においては現金及び預金、固定資産においては長期預金等が増加する

ことで、前期末比167百万円増の5,169百万円となりました。負債につきましては、主に買掛金や未払法人税等

の流動負債が増加し前期末比57百万円増の476百万円となりました。純資産は繰越利益剰余金の増加により前期

末比109百万円増の4,693百万円となり、自己資本比率は90.8%となりました。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
 

当第２四半期累計期間の経営成績は概ね予想どおりの水準となり、今後も予想どおりの水準を達成すると見

ております。この結果、平成21年３月期の通期業績予想については、平成20年４月25日発表の決算短信記載の

業績予想数値と変更ありません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 

(2) 四半期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 

 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

 

  （単位：千円）

 当第２四半期会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る要約貸借対照表

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,761,592 3,717,060 

売掛金 154,400 117,401 

商品 73 － 

前払費用 16,825 14,407 

繰延税金資産 14,255 11,900 

その他 473 255 

貸倒引当金 △138 △105 

流動資産合計 3,947,480 3,860,918 

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,500 19,500 

減価償却累計額 △2,433 △835 

建物（純額） 17,066 18,664 

工具、器具及び備品 110,453 100,506 

減価償却累計額 △68,815 △59,495 

工具、器具及び備品（純額） 41,637 41,011 

有形固定資産合計 58,704 59,676 

無形固定資産   

ソフトウェア 550,543 555,660 

電話加入権 993 993 

無形固定資産合計 551,536 556,653 

投資その他の資産   

投資有価証券 13,501 16,276 

関係会社株式 81,582 90,610 

敷金及び保証金 160,243 160,243 

長期預金 300,000 200,000 

繰延税金資産 56,865 58,140 

破産更生債権等 － 349 

貸倒引当金 － △349 

投資その他の資産合計 612,191 525,270 

固定資産合計 1,222,432 1,141,600 

資産合計 5,169,913 5,002,518 
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  （単位：千円）

 当第２四半期会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る要約貸借対照表

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,377 11,808 

未払金 97,029 121,056 

未払費用 25,193 27,457 

未払法人税等 171,164 128,315 

未払消費税等 23,165 18,775 

預り金 10,989 10,457 

役員賞与引当金 7,467 14,934 

流動負債合計 376,386 332,806 

固定負債   

退職給付引当金 100,449 86,482 

固定負債合計 100,449 86,482 

負債合計 476,836 419,288 

純資産の部   

株主資本   

資本金 783,200 783,200 

資本剰余金   

資本準備金 1,461,260 1,461,260 

資本剰余金合計 1,461,260 1,461,260 

利益剰余金   

利益準備金 17,397 17,397 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,431,220 2,328,275 

利益剰余金合計 2,448,617 2,345,672 

株主資本合計 4,693,077 4,590,132 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △6,902 

評価・換算差額等合計 － △6,902 

純資産合計 4,693,077 4,583,229 

負債純資産合計 5,169,913 5,002,518 
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(2) 四半期損益計算書 

【第２四半期累計期間】 

 

 （単位：千円）

 当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

売上高  

役務収益 1,532,440 

商品売上高 82,210 

売上高合計 1,614,651 

売上原価  

当期商品仕入高 68,788 

商品期末たな卸高 73 

売上原価合計 68,714 

売上総利益 1,545,937 

販売費及び一般管理費  

業務委託費 279,658 

給料及び手当 489,073 

役員賞与引当金繰入額 7,467 

退職給付費用 15,065 

法定福利費 61,157 

賃借料 80,121 

事務用消耗品費 7,877 

支払手数料 37,197 

減価償却費 124,159 

その他の販売費及び一般管理費 47,135 

販売費及び一般管理費合計 1,148,914 

営業利益 397,023 

営業外収益  

受取利息 5,039 

雑収入 371 

営業外収益合計 5,410 

経常利益 402,433 

特別損失  

投資有価証券評価損 14,377 

関係会社株式評価損 9,028 

特別損失合計 23,406 

税引前四半期純利益 379,027 

法人税、住民税及び事業税 166,200 

法人税等調整額 △5,780 

法人税等合計 160,420 

四半期純利益 218,607 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

 （単位：千円）

 当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業収入 1,577,652 

原材料又は商品の仕入れによる支出 △39,219 

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,389 

人件費の支出 △579,105 

その他の営業支出 △455,986 

小計 507,731 

利息及び配当金の受取額 4,821 

法人税等の支払額 △123,886 

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,666 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △11,401 

無形固定資産の取得による支出 △117,635 

定期預金の預入による支出 △100,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,036 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △115,098 

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,098 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,531 

現金及び現金同等物の期首残高 3,717,060 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,761,592 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料］ 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(1) 中間損益計算書 

 

 

前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

区分 金 額（千円） 
百分比 

（％） 

    

Ⅰ 売上高  1,396,612 100.0 

Ⅱ 売上原価  44,624 3.2 

 売上総利益  1,351,987 96.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,162,463 83.2 

 営業利益  189,523 13.6 

Ⅳ 営業外収益  5,130 0.3 

 経常利益  194,654 13.9 

Ⅴ 特別損失  19,850 1.4 

 税引前中間純利益  174,803 12.5 

 法人税、住民税及び事業税  85,900  

 法人税等調整額  △7,280 78,620 5.6 

 中間純利益  96,183 6.9 
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

区分 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 1,349,195 

2. 原材料又は商品の仕入れによる支出 △16,884 

3. 未払消費税等の増加額(△:減少額) △1,712 

4. 人件費の支出 △544,768 

5. その他の営業支出 △515,185 

 小計 270,644 

6. 利息及び配当金の受取額 4,784 

7. 法人税等の支払額 △105,507 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 169,921 

   

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 △13,192 

2. 無形固定資産の取得による支出 △92,144 

3. 保証金の差入による支出 △80,121 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △185,458 

   

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1. 配当金の支払額 △115,152 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △115,152 

   

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 △130,689 

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高 3,767,189 

Ⅶ. 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,636,499 
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