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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,414 ― 589 ― 598 ― 328 ―

20年3月期第3四半期 2,179 13.0 367 △25.2 374 △24.2 199 △29.8

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3四半期 7,961.23 ―

20年3月期第3四半期 4,826.04 ―

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3四半期 5,140 4,687 91.2 113,480.94
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3四半期  4,687百万円 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） 

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3四半期  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3四半期  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3四半期  41,308株 20年3月期第3四半期  41,308株

※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。  



 

 

【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３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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2,303百万円（前年同期比10.5％増）となり、機器販売を含め

た売上高は2,414百万円（前年同期比10.8％増）となりました。 

「XNETサービス」は、世界的な金融危機が本格化した2008年９月以降も堅調に推移しており、３四半

期連続で前年同期比10％以上の増加となりました。 

機器販売等の売上高は111百万円（前年同期比17.0％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３四半期累計期間 

平成 21 年３月期 

第３四半期累計期間 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 

2,084 

％ 

95.6 

百万円 

2,303 

％ 

95.4 

％ 

10.5 

機器販売等 94 4.4 111 4.6 17.0 

合 計 2,179 100.0 2,414 100.0 10.8 

 
② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

売上高が10％以上増加したのに対し、販管費は前年同期比微減となり、その結果、売上高の増加分が

利益の増加にほぼ直結する形となりました。 

営業利益は589百万円（前年同期比60.4%増）、経常利益は598百万円（前年同期比59.7%増）、四半期

純利益は328百万円（前年同期比65.0%増）となりました。特別損失の29百万円は、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３四半期末の総資産は、固定資産における投資有価証券、長期預金等が増加することで、前期末比138

百万円増の5,140百万円となりました。負債につきましては、主に退職給付引当金の増加により前期末比33百万

円増の452百万円となりました。純資産は繰越利益剰余金の増加により前期末比104百万円増の4,687百万円とな

り、自己資本比率は91.2%となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
 

当第３四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ましたが、通期業績予想については以下の

ような変動要因があります。 

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの資本業務提携に関する外部アドバイザーへの報酬の支払 

当社は、平成21年１月13日開催の取締役会において、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で資本

業務提携契約を締結するとともに、同社による当社株券に対する公開買付けについて賛同の意見を表明す

ることを決議しております。 

これに伴い、同資本業務提携等に関する外部アドバイザーへの報酬として約40,000～80,000千円程度の

特別損失が今期中（平成21年３月期）に計上される見通しです。 

 

なお、本第３四半期決算短信に記載の通期業績予想は、上記報酬額が確定していないことから、上記の要因

を一切織り込んでおらず、平成20年４月25日発表の決算短信記載の業績予想数値から変動しておりません。 

 



 

 

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。 

 

 

 

 

 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,265,415 3,717,060 

売掛金 102,277 117,401 

前払費用 64,076 14,407 

繰延税金資産 10,060 11,900 

その他 1,354 255 

貸倒引当金 △51 △105 

流動資産合計 3,443,131 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 △3,232 △835 

建物（純額） 16,267 18,664 

工具、器具及び備品 111,143 100,506 

減価償却累計額 △74,032 △59,495 

工具、器具及び備品（純額） 37,110 41,011 

有形固定資産合計 53,378 59,676 

無形固定資産   

ソフトウエア 532,886 555,660 

電話加入権 993 993 

無形固定資産合計 533,879 556,653 

投資その他の資産   

投資有価証券 211,401 16,276 

関係会社株式 78,076 90,610 

敷金及び保証金 160,243 160,243 

長期預金 600,000 200,000 

繰延税金資産 60,530 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 1,110,250 525,270 

固定資産合計 1,697,509 1,141,600 

資産合計 5,140,640 5,002,518 



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,927 11,808 

未払金 88,679 121,056 

未払費用 43,578 27,457 

未払法人税等 123,469 128,315 

未払消費税等 29,198 18,775 

預り金 48,161 10,457 

役員賞与引当金 11,201 14,934 

流動負債合計 348,216 332,806 

固定負債   

退職給付引当金 104,753 86,482 

固定負債合計 104,753 86,482 

負債合計 452,970 419,288 

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 2,425,813 2,328,275 

利益剰余金合計 2,443,210 2,345,672 

株主資本合計 4,687,670 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 4,687,670 4,583,229 

負債純資産合計 5,140,640 5,002,518 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

役務収益 2,303,036

商品売上高 111,017

売上高合計 2,414,054

売上原価 91,565

売上総利益 2,322,488

販売費及び一般管理費  

業務委託費 404,584

給料及び手当 750,250

役員賞与引当金繰入額 11,201

退職給付費用 21,890

法定福利費 99,308

賃借料 120,182

事務用消耗品費 10,008

支払手数料 56,122

減価償却費 187,220

その他の販売費及び一般管理費 72,524

販売費及び一般管理費合計 1,733,292

営業利益 589,195

営業外収益  

受取利息 8,037

受取配当金 255

雑収入 682

営業外収益合計 8,974

経常利益 598,170

特別利益  

貸倒引当金戻入額 54

特別利益合計 54

特別損失  

投資有価証券評価損 16,477

関係会社株式評価損 12,534

特別損失合計 29,011

税引前四半期純利益 569,212

法人税、住民税及び事業税 245,600

法人税等調整額 △5,250

法人税等合計 240,350

四半期純利益 328,862



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業収入 2,429,178

原材料又は商品の仕入れによる支出 △99,446

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,423

人件費の支出 △819,885

その他の営業支出 △738,113

小計 782,156

利息及び配当金の受取額 7,193

法人税等の支払額 △248,135

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,213

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 △12,870

無形固定資産の取得による支出 △151,511

投資有価証券の取得による支出 △200,000

定期預金の預入による支出 △400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △764,382

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △228,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,476

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） △451,644

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 3,265,415



 

 

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。 

 

 



 

 

「参考資料］ 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(1) (要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：千円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期）科 目 

金 額 

   

Ⅰ 売上高  2,179,554 

Ⅱ 売上原価  75,921 

 売上総利益  2,103,633 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,736,384 

 営業利益  367,249 

Ⅳ 営業外収益  7,395 

 経常利益  374,645 

Ⅴ 特別損失  19,850 

 税引前四半期純利益  354,794 

 法人税、住民税及び事業税  159,400 

 法人税等調整額  △3,960 

 四半期純利益  199,354 

    

 

 



 

 

(2) (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期）

区分 金 額 

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー  

1. 営業収入 2,141,352 

2. 原材料又は商品の仕入れによる支出 △67,637 

3. 未払消費税等の増加額(△:減少額) 1,474 

4. 人件費の支出 △790,011 

5. その他の営業支出 △796,254 

 小計 488,923 

6. 利息及び配当金の受取額 6,545 

7. 法人税等の支払額 △245,795 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 249,672 

   

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 △13,928 

2. 無形固定資産の取得による支出 △147,811 

3. 投資有価証券の取得による支出 △26,527 

4. 保証金の差入による支出 △160,243 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △348,510 

   

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1. 配当金の支払額 △215,560 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △215,560 

   

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 △314,398 

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四半期末残高 3,452,790 

   

 

 

 




