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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当た
り四半期純利益」を算定しております。 

(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 ％

26年3月期第2四半期 1,511 △5.2 224 △27.1 248 △22.7 147 △23.2
25年3月期第2四半期 1,593 △6.6 307 △5.4 321 △6.1 191 △1.3

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

26年3月期第2四半期 35.70 ―
25年3月期第2四半期 46.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 6,191 5,597 90.4
25年3月期 6,286 5,565 88.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  5,597百万円 25年3月期  5,565百万円

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  
当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年３月期及び平成26年３月期第２四半期末については当該株式分
割前の実際の配当金の額を記載しております。 
なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は、5,600円00銭（第2四半期末：2,800円00銭 期末：2,800円00銭）となります。 

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

25年3月期 ― 2,800.00 ― 2,800.00 5,600.00
26年3月期 ― 2,800.00
26年3月期（予想） ― 28.00 ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発
行済株式数により算定しております。 
なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は、6,536円26銭となります。 

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 3,000 △4.8 410 △32.9 450 △29.2 270 △29.1 65.36



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行
済株式数を算定しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 4,130,800 株 25年3月期 4,130,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 0 株 25年3月期 0 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,130,800 株 25年3月期2Q 4,130,800 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）業績予想などの将来予測情報に関する説明」
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) 経営成績に関する説明 
 

① 売上高 

平成26年３月期第２四半期（平成25年４月１日から平成25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1,504百万円（前年同期比4.7％減）となり、機器販売等を含めた売上高は1,511百

万円（前年同期比5.2％減）となりました。 

「XNETサービス」は、個人向け信託商品管理システムや新規サービス（BPO）の提供などによる増収要

因があるものの、既存顧客のサービス利用料の減額による影響を補えず、前期比減収となっております。 

機器販売等の売上高は６百万円（前年同期比53.8％減）となりました。 

売上高の内訳は以下の通りです。 
 

品 目 

平成 25 年３月期 

第 ２ 四 半 期 

平成 26 年３月期 

第 ２ 四 半 期 

金額 構成比 金額 構成比 前年同期比

ＸＮＥＴサービス 
百万円 

1,578 

％ 

99.1 

百万円 

1,504 

％ 

99.5 

％ 

△4.7 

機器販売等 15 0.9 6 0.5 △53.8 

合 計 1,593 100.0 1,511 100.0 △5.2 

 
② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

当期は「XNETサービス」の競争力の維持発展を目指して、開発体制を前年と比較し増強しております。 

当第２四半期においては、利益に関しては減収の影響並びに開発費用の増加もあり、営業利益224百万

円（前年同期比27.1％減）、経常利益248百万円（前年同期比22.7％減）と減益となりました。売上高営

業利益率は14.8％と高水準を維持しております。四半期純利益については、147百万円（前年同期比23.2％

減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 
 

当第２四半期末の総資産は、主に現金及び預金が減少することで前期末比94百万円減の6,191百万円となりま

した。負債につきましては、未払金の減少により前期末比126百万円減の594百万円となりました。純資産は繰

越利益剰余金の増加により前期末比31百万円増の5,597百万円となり、自己資本比率は90.4％となりました。 

 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 
 

最近の業績動向を踏まえ、平成26年3月期の業績予想については、平成25年10月23日発表「業績予想の修正に

関するお知らせ」にて、平成25年４月26日発表の決算短信にて公表した業績予想値を変更しております。 

 

 

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 

該当事項はありません。 

 



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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,116,179 1,036,938

売掛金 122,590 128,481

商品及び製品 73 73

仕掛品 1,777 6,930

前払費用 15,547 16,710

繰延税金資産 44,740 39,090

関係会社預け金 1,748,303 1,952,182

その他 6,654 9,065

貸倒引当金 △7,497 △167

流動資産合計 4,048,368 3,189,304

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,993 25,957

減価償却累計額 △14,218 △15,202

建物（純額） 11,774 10,754

工具、器具及び備品 149,306 155,303

減価償却累計額 △133,922 △138,143

工具、器具及び備品（純額） 15,384 17,159

有形固定資産合計 27,159 27,914

無形固定資産   

ソフトウエア 478,826 532,230

ソフトウエア仮勘定 252,240 248,266

電話加入権 993 993

無形固定資産合計 732,059 781,489

投資その他の資産   

投資有価証券 1,233,629 1,942,868

敷金及び保証金 150,532 150,532

繰延税金資産 94,560 99,800

破産更生債権等 － 7,275

貸倒引当金 － △7,275

投資その他の資産合計 1,478,721 2,193,200

固定資産合計 2,237,940 3,002,603

資産合計 6,286,308 6,191,908
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,373 2,865

未払金 239,621 98,615

未払費用 41,965 30,876

未払法人税等 95,671 104,779

未払消費税等 4,285 14,431

前受金 630 －

預り金 24,075 13,666

賞与引当金 79,398 70,398

役員賞与引当金 － 11,514

その他 149 181

流動負債合計 488,169 347,329

固定負債   

退職給付引当金 230,369 244,978

資産除去債務 1,988 2,011

固定負債合計 232,357 246,989

負債合計 720,526 594,318

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 3,303,924 3,335,732

利益剰余金合計 3,321,322 3,353,130

株主資本合計 5,565,782 5,597,590

純資産合計 5,565,782 5,597,590

負債純資産合計 6,286,308 6,191,908
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

役務収益 1,578,916 1,504,612

商品売上高 15,009 6,930

売上高合計 1,593,925 1,511,543

売上原価   

役務原価 1,081,146 1,097,185

商品売上原価   

商品期首たな卸高 319 73

当期商品仕入高 13,814 3,787

合計 14,133 3,861

商品期末たな卸高 464 73

商品売上原価 13,669 3,787

売上原価合計 1,094,815 1,100,973

売上総利益 499,110 410,569

販売費及び一般管理費   

業務委託費 17,428 16,235

給料及び手当 102,015 95,541

賞与引当金繰入額 2,858 2,453

役員賞与引当金繰入額 12,000 10,750

退職給付費用 5,527 4,708

法定福利費 4,491 3,976

賃借料 5,039 5,958

支払手数料 25,661 30,763

貸倒引当金繰入額 24 △54

その他 16,610 16,078

販売費及び一般管理費合計 191,658 186,411

営業利益 307,452 224,157

営業外収益   

受取利息 4,116 3,907

有価証券利息 9,103 10,445

貸倒引当金戻入額 514 －

違約金収入 － 9,601

雑収入 237 368

営業外収益合計 13,973 24,322

経常利益 321,425 248,480

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 321,270 248,480

法人税、住民税及び事業税 129,900 100,600

法人税等調整額 △610 410

法人税等合計 129,290 101,010

四半期純利益 191,980 147,470
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 1,591,921 1,497,746

原材料又は商品の仕入れによる支出 △16,233 △3,295

未払消費税等の増減額（△は減少） △981 10,145

人件費の支出 △781,401 △773,750

その他の営業支出 △427,009 △460,412

小計 366,295 270,433

利息及び配当金の受取額 13,074 11,673

違約金の受取額 － 9,601

法人税等の支払額 △158,813 △91,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,556 200,212

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 △2,555 △7,830

無形固定資産の取得による支出 △134,980 △239,728

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △712,436

定期預金の預入による支出 △1,103,296 △200,000

定期預金の払戻による収入 1,604,597 941,962

関係会社預け金の預入による支出 △502,373 △203,879

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 △138,608 △421,912

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △115,447 △115,579

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,447 △115,579

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） △33,498 △337,279

現金及び現金同等物の期首残高 733,087 1,174,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 699,589 836,938
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(4) 四半期財務諸表に関する注記事項 
 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません 

 

（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。 

 

 

 




