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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 1,593 △6.6 307 △5.4 321 △6.1 191 △1.3

24年3月期第2四半期 1,706 3.9 325 △19.5 342 △17.4 194 △18.2

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

25年3月期第2四半期 4,647.54 ―

24年3月期第2四半期 4,710.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 6,145 5,492 89.4
24年3月期 6,108 5,416 88.7

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,492百万円 24年3月期  5,416百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 2,800.00 ― 2,800.00 5,600.00
25年3月期 ― 2,800.00

25年3月期（予想） ― 2,800.00 5,600.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 3,250 △3.6 600 △11.5 625 △12.0 374 △4.0 9,063.01



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事
項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正用表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 41,308 株 24年3月期 41,308 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 0 株 24年3月期 0 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 41,308 株 24年3月期2Q 41,308 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半
期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 
 

① 売上高 

平成25年３月期第２四半期（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）は、中核商品である「XNET

サービス」の売上高が1,578百万円（前年同期比4.1％減）となり、機器販売等を含めた売上高は1,593百

万円（前年同期比6.6％減）となりました。 

「XNETサービス」は、大手金融機関の合併を起因とした解約による影響が大きく、新規顧客の獲得や

既存顧客へのサービス範囲拡大などの増収もありましたが、前年同期比減収となりました。数値として

は平成24年４月26日に発表しました平成25年３月期第２四半期累計期間の業績予想に近い結果となりま

した。 

機器販売等の売上高は15百万円（前年同期比75.3％減）となりました。 

売上高の内訳は以下の通りです。 
 

平成 24 年３月期 

第 ２ 四 半 期 

平成 25 年３月期 

第 ２ 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 

1,645 

％ 

96.4 

百万円 

1,578 

％ 

99.1 

％ 

△4.1 

機器販売等 60 3.6 15 0.9 △75.3 

合 計 1,706 100.0 1,593 100.0 △6.6 

 
② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

当第２四半期においては、減収の影響により、営業利益307百万円（前年同期比5.4％減）、経常利益

321百万円（前年同期比6.1％減）と減益となりました。減益の原因は、売上高減少が主因でありますが、

売上原価、販売管理費の削減に努めた結果、営業利益、経常利益とも、平成25年３月期第２四半期累計

期間の業績予想をやや上回る成績となりました。売上高営業利益率は19.3％と高水準を維持しておりま

す。四半期純利益については、191百万円（前年同期比1.3％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 
 

当第２四半期末の総資産は、主に関係会社預け金、投資有価証券が増加することで前期末比36百万円増の

6,145百万円となりました。負債につきましては、未払法人税等の減少により前期末比39百万円減の652百万円

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76百万円増の5,492百万円となり、自己資本比率

は89.4％となりました。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 
 

当第２四半期の経営成績は概ね予想どおりの水準となり、今後も同水準を達成すると見ております。この結

果、平成25年３月期の通期業績予想は、平成24年４月26日発表の決算短信記載の業績予想値と変更ありません。 

 

 



㈱エックスネット（4762）平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

 3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却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。 

 

 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,737,685 2,542,885

売掛金 137,769 139,143

商品及び製品 319 464

前払費用 12,015 14,314

繰延税金資産 50,060 45,020

関係会社預け金 943,411 1,345,785

その他 5,992 6,138

貸倒引当金 △4,811 △4,320

流動資産合計 3,882,442 4,089,431

固定資産   

有形固定資産   

建物 26,064 26,029

減価償却累計額 △11,851 △13,034

建物（純額） 14,213 12,994

工具、器具及び備品 144,944 145,192

減価償却累計額 △124,510 △129,056

工具、器具及び備品（純額） 20,434 16,135

有形固定資産合計 34,648 29,130

無形固定資産   

ソフトウエア 426,493 444,658

ソフトウエア仮勘定 69,863 123,256

電話加入権 993 993

無形固定資産合計 497,349 568,907

投資その他の資産   

投資有価証券 1,118,512 1,216,813

敷金及び保証金 150,532 150,532

長期預金 340,000 －

繰延税金資産 84,780 90,430

投資その他の資産合計 1,693,824 1,457,775

固定資産合計 2,225,822 2,055,813

資産合計 6,108,264 6,145,245
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,983 8,564

未払金 140,266 109,802

未払費用 44,492 44,222

未払法人税等 163,683 134,318

未払消費税等 16,088 15,106

前受金 630 －

預り金 23,283 23,879

賞与引当金 87,269 83,120

役員賞与引当金 － 12,867

その他 141 －

流動負債合計 486,838 431,881

固定負債   

退職給付引当金 203,293 218,890

資産除去債務 1,943 1,966

固定負債合計 205,237 220,857

負債合計 692,075 652,738

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 3,154,331 3,230,649

利益剰余金合計 3,171,728 3,248,046

株主資本合計 5,416,188 5,492,506

純資産合計 5,416,188 5,492,506

負債純資産合計 6,108,264 6,145,245
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

役務収益 1,645,915 1,578,916

商品売上高 60,795 15,009

売上高合計 1,706,710 1,593,925

売上原価   

役務原価 1,112,374 1,081,146

商品売上原価   

商品期首たな卸高 73 319

当期商品仕入高 50,661 13,814

合計 50,735 14,133

商品期末たな卸高 221 464

商品売上原価 50,514 13,669

売上原価合計 1,162,888 1,094,815

売上総利益 543,821 499,110

販売費及び一般管理費   

業務委託費 41,110 17,428

給料及び手当 100,652 102,015

賞与引当金繰入額 2,958 2,858

役員賞与引当金繰入額 14,057 12,000

退職給付費用 5,675 5,527

法定福利費 4,142 4,491

賃借料 5,867 5,039

支払手数料 27,794 25,661

貸倒引当金繰入額 16 24

その他 16,503 16,610

販売費及び一般管理費合計 218,779 191,658

営業利益 325,042 307,452

営業外収益   

受取利息 3,944 4,116

有価証券利息 7,420 9,103

貸倒引当金戻入額 5,686 514

雑収入 255 237

営業外収益合計 17,307 13,973

経常利益 342,349 321,425

特別損失   

投資有価証券評価損 － 154

特別損失合計 － 154

税引前四半期純利益 342,349 321,270

法人税、住民税及び事業税 153,800 129,900

法人税等調整額 △6,030 △610

法人税等合計 147,770 129,290

四半期純利益 194,579 191,980
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 1,753,598 1,591,921

原材料又は商品の仕入れによる支出 △36,643 △16,233

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,732 △981

人件費の支出 △774,439 △781,401

その他の営業支出 △425,019 △427,009

小計 509,763 366,295

利息及び配当金の受取額 9,997 13,074

法人税等の支払額 △159,566 △158,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,194 220,556

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 △12,028 △2,555

無形固定資産の取得による支出 △82,222 △134,980

投資有価証券の取得による支出 △408,452 △100,000

定期預金の預入による支出 △1,304,002 △1,103,296

定期預金の払戻による収入 1,603,536 1,604,597

関係会社預け金の預入による支出 △600,888 △502,373

関係会社預け金の払戻による収入 － 100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △804,056 △138,608

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △115,383 △115,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,383 △115,447

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） △559,245 △33,498

現金及び現金同等物の期首残高 2,029,958 733,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,470,712 699,589
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(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。 

 

 

 




