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㈱エックスネット（4762）平成22年３月期 第１四半期決算短信 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
 

① 売上高 
平成22年３月期第１四半期（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、中核商品である「XNET
サービス」の売上高が797百万円（前年同期比4.0％増）となり、機器販売を含めた売上高は806百万円（前

年同期比4.1％増）となりました。 
「XNETサービス」は昨年からの金融危機以降、新規顧客の獲得などの面において若干の影響を受けな
がらも比較的堅調に推移しており、平成21年３月期第３四半期会計期間以降もほぼ同水準の売上を維持

しております。 
機器販売等の売上高は８百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 
売上高の内訳は以下の通りです。 

 

平成 21 年３月期 
第 １ 四 半 期 

平成 22 年３月期 
第 １ 四 半 期 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 

766 

％ 

99.0 

百万円 

797 

％ 

98.9 

％ 

4.0 

機器販売等 7 1.0 8 1.1 14.5 

合 計 774 100.0 806 100.0 4.1 

 
② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

当第１四半期においては、営業利益144百万円（前年同期比25.5％減）、経常利益150百万円（前年同
期比23.2％減）、四半期純利益119百万円（前年同期比11.0％増）となりました。 

経常利益までが減益となった要因は次のとおりであります。 

当事業年度より賞与の支給対象期間を、従来の４月１日から９月30日までおよび10

月１日から３月31日までを、前回賞与支給日翌日から賞与支給日（本年６月支給夏季賞
与の場合2008年12月11日から2009年６月10日まで）へ変更しております。前年同四半期
末においては夏季賞与支給額の期間未経過部分を前払費用として計上していましたが、

この変更により、当四半期においては夏季賞与支給額の全額及び、冬季賞与支給に向け
ての引当金を計上しております。 
これにより63百万円の減益要因となり、対象期間の変更を行わなかった場合には以下
のような利益となります。 

営業利益 208百万円（前年同期比7.4％増） 
経常利益 214百万円（前年同期比9.4％増） 
四半期純利益 182百万円（前年同期比70.5％増） 

本要因は本年６月支給の賞与に限られたものであり、当年度第２四半期会計期間以降

の人件費については、昨年度と比較して同水準で推移するものと予想しております。 
 

四半期純利益については、特別利益として関係会社株式の売却益53百万円を計上し、増益となってお
ります。 
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㈱エックスネット（4762）平成22年３月期 第１四半期決算短信 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
 

当第１四半期末の総資産は、関係会社株式や長期預金の減少等により前期末比96百万円減の5,259百万円とな
りました。負債につきましては、未払法人税の減少等により前期末比101百万円減の472百万円となりました。
純資産は繰越利益剰余金の増加により前期末比４百万円増の4,787百万円となり、自己資本比率は91.0%となり
ました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
 

当第１四半期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22年３月期の業績予想は、第２四半期累計期間、通期ともに平成21年４月27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。 

 

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 
 

・簡便な会計処理 
（退職給付引当金の計上基準） 

 当期末における退職給付債務（従業員の自己都合による期末要支給額）の見積額に基づく年間引当金
繰入予定額を期間按分して算定しております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 
 固定資産の定率法に基づく減価償却費の算定方法は、当第１四半期会計期間を含む事業年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定しております。 
 

(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 
 従来、売上原価には商品売上に伴う仕入のみを計上しておりましたが、本年３月に株式会社エヌ・ティ・
ティ・データの連結子会社になったことに伴い、親会社との会計処理の統一を図るため、当事業年度より

業務委託費、減価償却費などのソフトウェア開発に係る費用、人件費や賃借料のうち顧客サポート担当部
門に係る費用などについて、売上原価として計上する方法に変更しております。 
 この結果、従来と同様の方法によった場合と比較して、売上原価は561,312千円増加し、売上総利益並
びに販売費及び一般管理費が同額減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益及び四

半期純利益に与える影響はありません。 
 

なお、販売費及び一般管理費を前期と同様の基準で計上した場合の内訳は以下の通りです。 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
販売費及び一般管理費 （単位：千円） 

業務委託費 115,993 
給料及び手当 325,006 
賞与引当金繰入額 11,593 
役員賞与引当金繰入額 4,849 

退職給付費用 7,166 
法定福利費 37,028 
賃借料 40,060 

事務用消耗品費 3,664 
支払手数料 23,654 
減価償却費 60,629 
その他の販売費及び一般管理費 24,882 

販売費及び一般管理費合計 654,531 
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㈱エックスネット（4762）平成22年３月期 第１四半期決算短信 

 

(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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