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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

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3,143百万円（前期比1.7％増）と

なり、機器販売等も含めた売上高は3,189百万円（前期比0.9％減）となりました。 

「ＸＮＥＴサービス」は、日々業務に用いるシステムをサービスとして提供するサービス型

の特徴を活かすことで、既存のお客様からは変わらぬご支援をいただき、新規のお客様の獲得

も進んでおります。「ＸＮＥＴサービス」の収益は堅調に推移し、当期においても僅かではあ

りますが増収を維持し、５期連続で増収を達成しております。 

機器販売等の売上高は、45百万円（前期比63.9％減）となりました。機器販売は不況の影響

による機器のリプレース時期の延長や、単価の低下などから大きく減収となりましたが、当社

の業績に与える影響は軽微であります。 

売上高の内訳は以下の通りです。 

平成 21 年３月期 平成 22 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

3,090 

％

96.1 

百万円

3,143 

％ 

98.6 

％

1.7 

機 器 販 売 等 126 3.9 45 1.4 △63.9 

合  計 3,217 100.0 3,189 100.0 △0.9 

 
 

（営業利益、経常利益、当期純利益） 

当期の利益については、賞与の支給対象期間の変更による当期限りの減益要因（63百万円）

が発生しましたが、「ＸＮＥＴサービス」の増収などにより前期比微減にまで回復し、営業利

益は730百万円（前期比3.3％減）、経常利益749百万円（前期比2.5％減）となりました。当期

純利益については、特別利益として関係会社株式売却益53百万円、過年度損益修正益13百万円、

特別損失として関係会社株式評価損16百万円を計上した結果、460百万円（前期比8.4％増）と

なりました。 
 

（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、大規模案件ではありませんが１年間を通し

て安定して新規顧客の獲得並びに既存客のサービス料の増加が見込まれます。ＸＮＥＴサービ

スとしては通期で前期比4.1％増を予想しております。 

「機器販売等」の売上高は当期と同程度と見込んでおりますが、売上に占める割合は引続き

減少傾向が続くことを想定しています。 

当期の売上高営業利益率は22.9％となりましたが、賞与の支給対象期間の見直しによる減益

要因を除くと24.9％となります。次期については特別な減益要因は発生せず、現状大規模な開

発案件がなくその他の費用の増加も見込まれないため、売上高営業利益率は24～25%程度と予想

し、増収・増益を見込んでおります。 

以上から次期の業績予想として、売上高3,320百万円（前期比4.1％増）、営業利益820百万円

（前期比12.2％増）、経常利益840百万円（前期比12.0％増）、当期純利益483百万円（前期比

5.0％増）を見込んでおります。 
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

当期末の資産は、資産合計が 5,632 百万円（前期末比 276 百万円増）となりました。これは主と

して、現金及び預金 4,011 百万円（前期末比 357 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 620 百万円（前期末比 46 百万円増）となりました。 

純資産につきましては、5,012 百万円となり前期末の純資産合計と比較して 229 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 2,204 百万円（対前期

末比 748 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、567百万円（前期は865百万円の獲得）となりました。前期

から減少した主な要因は、法人税額の増加と売上債権の増加によるものです。 

（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、1,084百万円（前期は1,398百万円の使用）となりました。

主に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230百万円の使用）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 平成22年３月期

自己資本比率（％） 91.5 91.6 91.6 89.3 89.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 215.7 159.2 92.5 108.7 98.3 

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・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、今後も積極的に利益

還元をしてゆく方針です。 

当期に関しましては安定的な財務内容を考慮し、前期と同じ期末配当2,800円（年間配当5,600円）

とします。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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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

２. 企業集団の状況  

当社の親会社は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下ＮＴＴデータ）であり、同社は当社の

株式21,067株（議決権比率51%）を保有しております。 

関連会社に関しましては、前期末にＮＴＴデータが親会社になったことを誘因として、当期中に

１社（ウェブオフィス株式会社）は株式売却、１社（ユーエックスビジネス株式会社）は株式を取

得し100％子会社化した後に解散し清算手続中です。 

平成22年６月末までには、親会社を除く関係会社はなくなる見込みであります。 
 
 

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り、最近ではクラウドコンピューティングが最新のもののように言われてお

ります。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。その「ソリューション」がなければ、クラ

ウドコンピューティングも成り立ちません。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。ＮＴＴデータのグループ会社になった現在で

も、一貫した方針としております。 

（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。昨年、親会社となりましたＮＴＴデータとのシナジー効果をグループ会社との連携も含め今後

の中長期的な発展に結実させていく方針であり、平成22年度において新たな取組みの第一段階をス

タートする予定です。 

（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。昨今では、金融機関におけるコンプライアンス順守への対応やIFRSの導入が話題にな

っていますが、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。 
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,653,665 4,011,655

売掛金 102,126 177,768

商品及び製品 515 200

前払費用 － 15,570

繰延税金資産 19,870 47,930

その他 3,650 3,553

貸倒引当金 △2,044 △4,158

流動資産合計 3,777,782 4,252,520

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,500 19,500

減価償却累計額 △4,031 △6,668

建物（純額） 15,468 12,831

工具、器具及び備品 111,555 126,251

減価償却累計額 △79,269 △95,198

工具、器具及び備品（純額） 32,285 31,052

有形固定資産合計 47,754 43,883

無形固定資産   

ソフトウエア 518,197 461,591

ソフトウエア仮勘定 － 20,824

電話加入権 993 993

無形固定資産合計 519,190 483,409

投資その他の資産   

投資有価証券 210,066 207,981

関係会社株式 77,396 8,301

敷金及び保証金 160,243 160,243

長期預金 500,000 400,000

繰延税金資産 64,210 76,314

投資その他の資産合計 1,011,915 852,839

固定資産合計 1,578,860 1,380,132

資産合計 5,356,643 5,632,653
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,873 987

未払金 140,059 131,739

未払費用 28,982 28,505

未払法人税等 213,383 220,652

未払消費税等 33,670 25,170

前受金 1,196 4,940

預り金 10,878 11,453

賞与引当金 － 65,343

役員賞与引当金 19,400 －

流動負債合計 461,445 488,793

固定負債   

退職給付引当金 111,998 131,348

固定負債合計 111,998 131,348

負債合計 573,443 620,142

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 2,521,342 2,750,235

利益剰余金合計 2,538,740 2,767,633

株主資本合計 4,783,200 5,012,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 417

評価・換算差額等合計 － 417

純資産合計 4,783,200 5,012,510

負債純資産合計 5,356,643 5,632,653
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

役務収益 3,090,948 3,143,619

商品売上高 126,734 45,737

売上高合計 3,217,683 3,189,357

売上原価   

役務原価 － 2,046,917

商品売上原価   

商品期首たな卸高 － 515

当期商品仕入高 105,328 38,974

合計 105,328 39,489

商品期末たな卸高 515 200

商品売上原価 104,813 39,288

売上原価合計 104,813 2,086,206

売上総利益 3,112,870 1,103,150

販売費及び一般管理費   

業務委託費 581,447 32,214

給料及び手当 1,007,816 217,527

賞与引当金繰入額 － 2,587

役員賞与引当金繰入額 19,400 －

退職給付費用 29,134 376

法定福利費 125,484 12,207

賃借料 160,535 13,353

事務用消耗品費 12,505 －

支払手数料 69,557 53,376

減価償却費 250,201 －

貸倒引当金繰入額 1,938 2,114

その他 98,695 38,499

販売費及び一般管理費合計 2,356,717 372,258

営業利益 756,153 730,891

営業外収益   

受取利息 12,188 16,761

受取配当金 255 300

投資有価証券売却益 － 800

雑収入 682 1,037

営業外収益合計 13,126 18,899

経常利益 769,279 749,791

特別利益   

関係会社株式売却益 － 53,610

過年度損益修正益 － 13,139

特別利益合計 － 66,749
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 17,812 －

関係会社株式評価損 13,214 16,773

特別損失合計 31,027 16,773

税引前当期純利益 738,252 799,767

法人税、住民税及び事業税 332,600 380,000

法人税等調整額 △18,740 △40,450

法人税等合計 313,860 339,550

当期純利益 424,392 460,217
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,328,275 2,521,342

当期変動額   

剰余金の配当 △231,324 △231,324

当期純利益 424,392 460,217

当期変動額合計 193,067 228,893

当期末残高 2,521,342 2,750,235

利益剰余金合計   

前期末残高 2,345,672 2,538,740

当期変動額   

剰余金の配当 △231,324 △231,324

当期純利益 424,392 460,217

当期変動額合計 193,067 228,893

当期末残高 2,538,740 2,767,633

株主資本合計   

前期末残高 4,590,132 4,783,200

当期変動額   

剰余金の配当 △231,324 △231,324

当期純利益 424,392 460,217

当期変動額合計 193,067 228,893

当期末残高 4,783,200 5,012,093
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） 6,902 417

当期変動額合計 6,902 417

当期末残高 － 417

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） 6,902 417

当期変動額合計 6,902 417

当期末残高 － 417

純資産合計   

前期末残高 4,583,229 4,783,200

当期変動額   

剰余金の配当 △231,324 △231,324

当期純利益 424,392 460,217

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,902 417

当期変動額合計 199,970 229,310

当期末残高 4,783,200 5,012,510
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 3,234,155 3,130,598

原材料又は商品の仕入れによる支出 △103,263 △51,859

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,895 △8,500

人件費の支出 △1,152,625 △1,277,771

その他の営業支出 △887,215 △866,641

小計 1,105,946 925,825

利息及び配当金の受取額 9,050 17,227

法人税等の支払額 △249,159 △375,981

営業活動によるキャッシュ・フロー 865,837 567,070

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 △11,381

無形固定資産の取得による支出 △185,399 △176,306

関係会社株式の取得による支出 － △22,678

関係会社株式の売却による収入 － 128,610

投資有価証券の取得による支出 △200,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 3,588

定期預金の預入による支出 △1,000,000 △3,411,962

定期預金の払戻による収入 － 2,405,197

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,398,270 △1,084,932

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △230,962 △230,912

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,962 △230,912

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） △763,395 △748,773

現金及び現金同等物の期首残高 3,717,060 2,953,665

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,953,665 ※1  2,204,891
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── 子会社株式 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 

関連会社株式 関連会社株式  

移動平均法による原価法 ────── 

 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。 

────── 

 ────── (3）賞与引当金 

   従業員の賞与の支出に備えて、賞与

支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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．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 ５．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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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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。 

 

────── （売上原価、販売費及び一般管理費計上方法の変更） 

  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、2009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、第１四半期会計期間より

業務委託費、減価償却費などのソフトウェア開発に係わ

る費用、人件費や賃借料などのうち顧客サポート担当部

門に係わる費用について、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、

当事業年度の売上原価は、2,046,917千円増加し、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、税引前当期純利益及び当期

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。 

 当事業年度 

 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 販売費及び一般管理費 （単位：千円） 

業務委託費 471,128 

給料及び手当 1,135,765 

賞与引当金繰入額 65,343 

退職給付費用 29,026 

法定福利費 137,062 

賃借料 160,243 

事務用消耗品費 14,872 

支払手数料 72,686 

減価償却費 223,130 

貸倒引当金繰入額 2,114 

その他の販売費及び一般管理費 107,801 

販売費及び一般管理費合計 2,419,176 
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

  前期まで、無形固定資産の「ソフトウェア」として表

示しておりました「ソフトウェア仮勘定」は、当期にお

いて区分掲記しております。 

 なお、前期の「ソフトウェア」に含まれる「ソフトウ

ェア仮勘定」は22,251千円であります。 

────── （損益計算書） 

  前期まで区分掲記しておりました「事務用消耗品費」

は重要性が低下したため、当期では販売費及び一般管理

費の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当期の販売費及び一般管理費の「その他」に含

まれる「事務用消耗品費」の金額は382千円であります。

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── （賞与支給対象期間の変更） 

  当社は第１四半期会計期間より賞与の支給対象期間を

変更し、４月１日から９月30日まで及び10月１日から３

月31日までの支給対象期間を、前回賞与支給日翌日から

賞与支給日としております。 

 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63,813千円減少しております。 

────── （役員賞与引当金） 

  従来、決算手続中に役員への賞与支給額が確定してい

なかったため、貸借対照表上「役員賞与引当金」として

計上しておりましたが、当期より役員への賞与支給額が

確定することとなったため「未払金」として計上してお

ります。また同様の理由から、損益計算書上の「役員賞

与引当金繰入額」は、「給料及び手当」に含めて計上し

ております。 

 なお、貸借対照表の「未払金」と、損益計算書の「給

料及び手当」に含まれる役員賞与に係る金額は、23,600

千円であります。 
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

注記事項 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 

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
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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21年６月26日 
定時株主総会 

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

平成21年10月27日 
取締役会 

普通株式 115,662 2,800 平成21年９月30日 平成21年11月30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22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成22年３月31日 平成22年６月28日

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 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 

※１ 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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

（千円） （千円）
 
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
  

 
現金及び預金勘定 4,011,655

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,806,764

現金及び現金同等物 2,204,891
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㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

（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。 

 

（金融商品） 

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 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 － 

 

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 － 

 

当事業年度（平成 22 年３月 31 日現在） 

１．満期保有目的の債券 

 種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）国債･地方債等 － － － 

（2）社債 － － － 

（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）国債･地方債等 － － － 

（2）社債 200,000 － － 

（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 200,000 － － 

合計 200,000 － － 

 

19



 

 

㈱エックスネット（4762）平成 22 年３月期決算短信（非連結） 

 

２．子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式 8,301 千円）は市場価格がなく、時価

を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

３．その他有価証券 

 種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

（1）株式 6,630 5,926 703 

（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 6,630 5,926 703 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

小計 － － － 

合計 6,630 5,926 703 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,351 千円）については市場価格がなく、時価を把握することが

きわめて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

(1) 株式 2,788 800 － 

(2) 債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 2,788 800 － 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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21年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成22年３月31日現在） 

 退職給付債務 111,998  131,348 

 退職給付引当金 111,998  131,348 

 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 勤務費用 29,134 29,026 

 退職給付費用 29,134 29,026 

 

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 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。 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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21年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成22年３月31日現在） 

 繰延税金資産      

 未払事業税否認  17,450   18,080  

 未払事業所税否認  1,680   1,680  

 賞与引当金  －   26,560  

 
退職給付引当金損金算入限度超過
額 

 45,570   53,450  

 関係会社株式評価損  9,910   16,740  

 その他有価証券評価差額金  －   △286  

 その他  9,470   8,020  

 繰延税金資産合計  84,080   124,244  

 繰延税金資産の純額  84,080   124,244  

 

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21年３月31日現在） 
 

当事業年度 
（平成22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   0.4  

 住民税均等割等  0.2   0.3  

 役員賞与  1.1   1.2  

 その他  0.2   0.0  

 
税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

 42.5   42.5  
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（持分法損益等） 

前事業年度（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 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者情報） 

前事業年度（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） 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日  至 平成 22 年３月 31 日） 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 

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。 
  

 

１株当たり純資産額 121,344.80円

１株当たり当期純利益金額 11,141.13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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 424,392 460,217 

 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） 424,392 460,217 

 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。 
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