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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 3,217 8.7 756 29.6 769 29.6 424 33.6
20年3月期 2,960 12.9 583 △6.7 593 △5.8 317 △11.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 10,273.85 ― 9.1 14.9 23.5
20年3月期 7,689.91 ― 7.0 12.0 19.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  6百万円 20年3月期  △9百万円

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 5,356 4,783 89.3 115,793.55
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  4,783百万円 20年3月期  4,583百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 865 △1,398 △230 2,953
20年3月期 515 △346 △218 3,717

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,800.00 5,300.00 218 68.9 4.8
21年3月期 ― 2,800.00 ― 2,800.00 5,600.00 231 54.5 4.9

22年3月期 
（予想）

― 2,800.00 ― 2,800.00 5,600.00 48.2

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,600 △0.9 400 0.7 405 0.6 232 6.1 5,616.35

通期 3,300 2.6 825 9.1 835 8.5 480 13.1 11,620.03
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 41,308株 20年3月期 41,308株

② 期末自己株式数 21年3月期  0株 20年3月期  0株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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 

（売上高） 

当期は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」の売上高が3,090百万円（前期比8.5％増）と

なり、機器販売等も含めた売上高は3,217百万円（前期比8.7％増）となりました。 

「ＸＮＥＴサービス」は、上期は前期にスタートした大型顧客の売上が貢献し、大幅増（第

２四半期時点前期比14.5％増）となりましたが、下期は上期に比べ微増にとどまり、通期とし

ては8.5％増となりました。これは、世界的な金融危機が本格化した2008年８月以降もサービス

型の特徴を生かして比較的堅調と言えますが、顧客の業績不振による一部解約等もあり、売上

が伸び悩んだためです。 

機器販売等の売上高は、126百万円（前期比12.8％増）となりました。機器販売は機器単価の

低下もあり売上に占める比率は低下しており、ここ３年は１億１千万～１億２千万台で推移し

ています。 

売上高の内訳は以下の通りです。 

平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 
品  目 

金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 

ＸＮＥＴサービス 
百万円

2,847 

％

96.2 

百万円

3,090 

％ 

96.1 

％

8.5 

機 器 販 売 等 112 3.8 126 3.9 12.8 

合  計 2,960 100.0 3,217 100.0 8.7 

 

（営業利益、経常利益、当期純利益） 

前期利益を押し下げる要因となっていた業務委託費等が減少し、社員増などにより販管費総

額としては増加したものの前年比3.0％で収まり、利益は大きく増加しました。営業利益は756

百万円（前期比29.6％増）、経常利益769百万円（前期比29.6％増）となりました。当期純利益

は関係会社株式の評価損13百万円および投資有価証券評価損17百万円を計上したことにより

424百万円（前期比33.6％増）となりました。 

なお、平成21年３月期第３四半期決算短信の「業績予想に関する定性的情報」に記載しまし

た、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下、ＮＴＴ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は、当初予定していた特別損失としてではなく、販管費として計上し

ております。 
 

（次期の見通しについて） 

「ＸＮＥＴサービス」の売上高につきましては、上期においては現状維持の状況が続き、下

期以降多少新規顧客増が見込まれます。 

「機器販売等」の売上高は、ここ３年は１億円強で推移しています。機器単価の低下がある

一方で、既存顧客のリプレース需要もありますので、前年並と見ております。売上に占める割

合は、引続き減少傾向が続くことを予想しています。 

当期の売上高営業利益率は、上期24.6％、通期23.5％でした。下期にはＮＴＴ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を含んでおり、それを考慮すれば通期25％を上

回ります。次期において上期は大規模な開発案件が見込まれないこともあり、業務委託費も前

年並以下で、当期の利益率を維持できるものと想定しています。次期の見通しとしては、微増

ではありますが、増収・増益を見込んでおります。 

次期につきましては、ＮＴＴデータとの協力関係を構築し、将来への顧客獲得の時期と捉え

ています。 

以上から次期の業績予想として、売上高3,300百万円（前期比2.6％増）、営業利益825百万円

（前期比9.1％増）、経常利益835百万円（前期比8.5％増）、当期純利益480百万円（前期比13.1％

増）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

当期の資産は、資産合計が 5,356 百万円（前期末比 354 百万円増）となりました。これは主とし

て、長期預金 500 百万円（前期末比 300 百万円増）、及び投資有価証券 210 百万円（前期末比 193

百万円増）等の増加によるものです。 

負債につきましては、負債合計が 573 百万円（前期末比 154 百万円増）となりました。 

純資産につきましては、4,783 百万円となり前期末の純資産合計と比較して 199 百万円増となり

ました。これは利益剰余金が増加したことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期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 2,953 百万円（対前期

比 763 百万円減）となりました。当期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、営業収入の増加により865百万円（対前期比350百万円増）

となりました。 

（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、1,398百万円（前期は346百万円の使用）となりました。主

に投資有価証券の取得と定期預金の預入によるものです。 

（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、230百万円（前期は218百万円の使用）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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 92.6 91.5 91.6 91.6 89.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 266.0 215.7 159.2 92.5 108.7 

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・次期の配当 

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、積極的に利益還元

をして行く方針です。 

当期に関しましては増益となりましたので、当社の安定的な財務内容も考慮した上で、通期で300

円の増配とします。期末配当2,800円（年間配当5,600円）となります。次期は、増収増益を見込ん

でおりますが微増であることも考慮し、当期と同じ年間配当5,600円（中間配当2,800円、期末配当

2,800円）の予定です。 
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２. 企業集団の状況  

当社は、平成21年３月にＮＴＴデータによる株式公開買付を経て、同社の連結子会社となりまし

た。関連会社は２社あり、平成13年４月にウェブオフィス株式会社、平成16年12月にユーエックス

ビジネスを設立しております。当社との関連は下図の通りです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

３. 経営方針  

（１）会社の経営の基本方針 

当社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。今後もこの方針はいささかも変わっておりません。 

日本の多くの企業が行っている、システムの自社開発の時代から、当社が目指すアウトソーシン

グ型に今後急速に進むと考えています。「サービス」「アウトソーシング」「SaaS」等の言葉が普

通に使われるようになってきました。不況と言われる現在こそシステム開発のあり方が見直せる時

代と思います。 

当社から見れば、従来から続けてきたことが広く認識されるようになったと受けとめております。

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「ＸＮＥＴサービス」一筋を貫きたいと思います。弊社は今般ＮＴＴデータのグルー

プ会社になりましたが、一貫した方針です。 

（２）目標とする経営指標 

財務面では売上高営業利益率が20％を上回る高収益体質を維持しつつ、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。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

お客様とコラボレートしながら既存の「ＸＮＥＴサービス」を発展させていく方針は変わりませ

ん。一方、弊社はＮＴＴデータのグループ会社になりました。ＮＴＴデータとのシナジー効果を今

後の中長期的な発展に結実させていく方針であります。 

（４）会社の対処すべき課題 

時代が、「サービス」「アウトソーシング」となってきていることで当社の得意とする資産運用

の業務アプリケーションサービスを中心として、サービスとしてのシステム提供に一段と注力して

まいります。常に「サービスを提供する業務動向を捉え、タイミングよく信頼性の高いシステムサ

ービスを提供できるような体制を維持していく」ことが当面の当社の対処すべき課題です。 

一方、ＮＴＴデータグループの会社として従来からのパートナーに加え、ＮＴＴデータというパ

ートナーとの協力の下で当社の果たすべき役割、パートナーに担ってもらう役割の棲み分けを認識

し、次の発展に処すべき体制を構築することが対処すべき課題と考えております。 
 

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 

出資

ＸＮＥＴサービス ＸＮＥＴサービス 

ＵＸサービス 

ＮＴＴデータ
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４. 財務諸表  

（１）貸借対照表 
 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,717,060 3,653,665

売掛金 117,401 102,126

商品及び製品 － 515

前払費用 14,407 －

繰延税金資産 11,900 19,870

その他 255 3,650

貸倒引当金 △105 △2,044

流動資産合計 3,860,918 3,777,782

固定資産   

有形固定資産 

建物 19,500 19,500

減価償却累計額 △835 △4,031

建物（純額） 18,664 15,468

工具、器具及び備品 100,506 111,555

減価償却累計額 △59,495 △79,269

工具、器具及び備品（純額） 41,011 32,285

有形固定資産合計 59,676 47,754

無形固定資産   

ソフトウエア 555,660 518,197

電話加入権 993 993

無形固定資産合計 556,653 519,190

投資その他の資産   

投資有価証券 16,276 210,066

関係会社株式 90,610 77,396

敷金及び保証金 160,243 160,243

長期預金 200,000 500,000

繰延税金資産 58,140 64,210

破産更生債権等 349 －

貸倒引当金 △349 －

投資その他の資産合計 525,270 1,011,915

固定資産合計 1,141,600 1,578,860

資産合計 5,002,518 5,356,643
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 11,808 13,873

未払金 121,056 140,059

未払費用 27,457 28,982

未払法人税等 128,315 213,383

未払消費税等 18,775 33,670

前受金 － 1,196

預り金 10,457 10,878

役員賞与引当金 14,934 19,400

流動負債合計 332,806 461,445

固定負債   

退職給付引当金 86,482 111,998

固定負債合計 86,482 111,998

負債合計 419,288 573,443

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 2,328,275 2,521,342

利益剰余金合計 2,345,672 2,538,740

株主資本合計 4,590,132 4,783,200

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 4,583,229 4,783,200

負債純資産合計 5,002,518 5,356,643
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（２）損益計算書 

 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 

役務収益 2,847,751 3,090,948

商品売上高 112,365 126,734

売上高合計 2,960,117 3,217,683

売上原価 

商品期首たな卸高 110 －

当期商品仕入高 88,192 105,328

合計 88,302 105,328

商品期末たな卸高 － 515

売上原価 88,302 104,813

売上総利益 2,871,814 3,112,870

販売費及び一般管理費 

業務委託費 689,474 581,447

給料及び手当 882,849 1,007,816

役員賞与引当金繰入額 14,934 19,400

退職給付費用 29,754 29,134

法定福利費 107,884 125,484

賃借料 133,740 160,535

事務用消耗品費 18,965 12,505

支払手数料 85,864 69,557

減価償却費 233,401 250,201

貸倒引当金繰入額 390 1,938

その他 91,164 98,695

販売費及び一般管理費合計 2,288,424 2,356,717

営業利益 583,389 756,153

営業外収益 

受取利息 9,480 12,188

受取配当金 － 255

雑収入 796 682

営業外収益合計 10,276 13,126

経常利益 593,666 769,279
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 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

特別損失 

固定資産除却損 1,176 －

投資有価証券評価損 3,648 17,812

関係会社株式評価損 36,139 13,214

特別損失合計 40,964 31,027

税引前当期純利益 552,701 738,252

法人税、住民税及び事業税 257,827 332,600

法人税等調整額 △22,780 △18,740

法人税等合計 235,047 313,860

当期純利益 317,654 424,392
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（３）株主資本等変動計算書 

 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 783,200 783,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 783,200 783,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,461,260 1,461,260

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,461,260 1,461,260

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 17,397 17,397

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,397 17,397

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,229,552 2,328,275

当期変動額   

剰余金の配当 △218,932 △231,324

当期純利益 317,654 424,392

当期変動額合計 98,722 193,067

当期末残高 2,328,275 2,521,342

利益剰余金合計   

前期末残高 2,246,950 2,345,672

当期変動額   

剰余金の配当 △218,932 △231,324

当期純利益 317,654 424,392

当期変動額合計 98,722 193,067

当期末残高 2,345,672 2,538,740

株主資本合計   

前期末残高 4,491,410 4,590,132

当期変動額   

剰余金の配当 △218,932 △231,324

当期純利益 317,654 424,392

当期変動額合計 98,722 193,067

当期末残高 4,590,132 4,783,200
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 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △6,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,902 6,902

当期変動額合計 △6,902 6,902

当期末残高 △6,902 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △6,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,902 6,902

当期変動額合計 △6,902 6,902

当期末残高 △6,902 －

純資産合計   

前期末残高 4,491,410 4,583,229

当期変動額   

剰余金の配当 △218,932 △231,324

当期純利益 317,654 424,392

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,902 6,902

当期変動額合計 91,819 199,970

当期末残高 4,583,229 4,783,200
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
 

 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業収入 2,914,518 3,234,155

原材料又は商品の仕入れによる支出 △78,792 △103,263

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,117 14,895

人件費の支出 △1,027,539 △1,152,625

その他の営業支出 △1,069,221 △887,215

小計 743,084 1,105,946

利息及び配当金の受取額 9,480 9,050

法人税等の支払額 △237,383 △249,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 515,180 865,837

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 △44,716 △12,870

無形固定資産の取得による支出 △214,912 △185,399

投資有価証券の取得による支出 △26,527 △200,000

差入保証金の差入による支出 △160,243 －

差入保証金の回収による収入 99,596 －

定期預金の預入による支出 － △1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,803 △1,398,270

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △218,505 △230,962

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,505 △230,962

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） △50,128 △763,395

現金及び現金同等物の期首残高 3,767,189 3,717,060

現金及び現金同等物の期末残高 3,717,060 2,953,665
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

関連会社株式 関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  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） 

同左 

 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 

(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  建物（付属設備）並びに、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。 

同左 

 建物（付属設備）  

 ８～15年  

 工具、器具及び備品  

 ４～６年  

 (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 

３．引当金の計上基準 (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

不能見込額を計上しております。 

同左 

 (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を計上しており

ます。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 (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

において発生している額を計上してお

ります。 

同左 

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。 

────── 

５．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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他財務諸表作成のた

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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（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、当事業年度より、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。 

 

────── （リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる損益への影響はありません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（損益計算書） ────── 

 前期まで区分掲記しておりました「時効成立未払配当

金」（当期796千円）は、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表

示することにしました。 

 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

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 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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

平成19年10月25日 
取締役会 

普通株式 103,270 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月３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20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 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20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 2,800 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月24日 
取締役会 

普通株式 115,662 2,800 平成20年９月30日 平成20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 

 次のとおり決議を予定しております。 

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21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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 

 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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

（千円） （千円）
 
現金及び預金勘定 3,717,060

現金及び現金同等物 3,717,060
  

 
現金及び預金勘定 3,653,665

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △700,000

現金及び現金同等物 2,953,665
  

 



 

 

㈱エックスネット（4762）平成 21 年３月期決算短信（非連結） 

― 18 ― 18

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

小計 － － － 

（1）株式 26,527 14,925 △11,602 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

小計 26,527 14,925 △11,602 

合計 26,527 14,925 △11,602 

 

２．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 1,351 

 

 

当事業年度（平成 21 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

小計 － － － 

（1）株式 8,715 8,715 － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

小計 8,715 8,715 － 

合計 8,715 8,715 － 
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２．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) 満期保有目的の債券  

社債 200,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 1,351 

 

 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券     

社債 － － 200,000 － 

合計 － － 200,000 － 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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。 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 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。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。 

 

２．退職給付債務に関する事項 
   （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

 退職給付債務 86,482  111,998 

 退職給付引当金 86,482  111,998 

 

３．退職給付費用に関する事項 
   （単位：千円）

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 勤務費用 29,754 29,134 

 退職給付費用 29,754 29,134 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

    （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

 繰延税金資産      

 未払事業税否認  10,610   17,450  

 未払事業所税否認  1,290   1,680  

 
退職給付引当金損金算入限度超過
額 

 35,190   45,570  

 ソフトウェア償却超過額  1,990   －  

 関係会社株式評価損  14,710   9,910  

 その他有価証券評価差額金  4,700   －  

 その他  1,550   9,470  

 繰延税金資産合計  70,040   84,080  

 繰延税金資産の純額  70,040   84,080  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

     （単位：％）

  
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 
 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

 法定実効税率  40.6   40.6  

 （調整）      

 
交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

 0.4   0.3  

 住民税均等割等  0.2   0.2  

 役員賞与  1.1   1.1  

 その他  0.2   0.4  

 
税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

 42.5   42.6  
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（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 90,610 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 133,704 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） △9,918 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 81,582 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 131,199 

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 6,523 

 

（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日  至 平成 20 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日  至 平成 21 年３月 31 日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開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 13 号 平成 18 年 10 月

17 日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１．関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京証券取引所に上場） 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 110,952.60円

１株当たり当期純利益金額 7,689.91円

 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。 
  

 

１株当たり純資産額 115,793.55円

１株当たり当期純利益金額 10,273.85円

 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。 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 317,654 424,392 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 317,654 424,392 

 期中平均株式数（株） 41,308 41,308 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．その他  

（１）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 
 

 

 




