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平成24年６月20日 
 
各   位 
 

会 社 名 株式会社エックスネット 

代表者名 代表取締役社長 鈴木 邦生 

（コード番号 ４７６２ 東証第一部） 

問合せ先 専 務 取 締 役 小林 親一 

（ＴＥＬ．０３－５３６７－２２０１） 
 

（訂正）「平成23年3月期 決算短信[日本基準]（非連結）」の一部訂正について 

 

平成23年４月27日に開示しました「平成23年３月期 決算短信[日本基準]（非連結）」の記載内容の一部に訂

正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正理由につきましては、本日平成24年６月

20日付の「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 

記 

 
訂正箇所 
 ４．財務諸表 
  （2）損益計算書 ・・・・・・・・・添付資料８ページ 
 
  （7）会計処理方法の変更 ・・・・・添付資料15ページ 
 

（10）財務諸表に関する注記事項 
    （退職給付関係）  ・・・・・・添付資料22ページ 

 
※訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。 
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４．財務諸表 

（２）損益計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

<省略> 

販売費及び一般管理費 

<省略> 

退職給付費用 376 1,576

法定福利費 12,207 14,612

<以下省略> 

 

（訂正後） 

 （単位：千円）

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

<省略> 

販売費及び一般管理費 

<省略> 

退職給付費用 7,223 9,365

法定福利費 5,361 6,822

<以下省略> 
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（７）会計処理方法の変更 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（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 

 

<省略> <省略> 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（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 117,812 

法定福利費 48,276 

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 

 

<省略> <省略> 
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注記事項 

（退職給付関係） 
（訂正前） 

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22年３月31日現在）

当事業年度 
（平成23年３月31日現在）

 退職給付債務 131,348  169,283 

 退職給付引当金 131,348  169,283 

 

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

 勤務費用 29,026 39,114 

 退職給付費用 29,026 39,114 

 

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。 

 

（訂正後） 

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るほか、総合設立方式の全国情報サービス産業厚

生年金基金制度に加入しております。 

 

２．全国情報サービス産業厚生年金基金制度に関する事項 

（1）制度全体の積立状況に関する事項 

  （単位：千円）

 （平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

年金資産の額 329,874,002 410,629,969 

年金財政計算上の給付債務の額 446,934,601 455,515,172 

差引額 △117,060,598 △44,885,202 

 

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

  （自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）   0.11％ 

  （自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）   0.12％ 

 

（3）補足説明 

    上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金であります。 
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３．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務の算定は、簡便法によっております。 
   （単位：千円）

  前事業年度 
（平成22年３月31日現在）

当事業年度 
（平成23年３月31日現在）

 退職給付債務 131,348  169,283 

 退職給付引当金 131,348  169,283 

 

４．退職給付費用に関する事項 
   （単位：千円）

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

 退職給付費用 117,812 137,136 

（注）退職給付費用には、厚生年金基金への拠出額を含めております。 

 

５．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 


