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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 2,262 △5.4 336 △27.9 369 △24.5 219 △25.1
25年3月期第3四半期 2,392 △5.9 467 △6.9 488 △7.0 292 1.5

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3四半期 53.02 ―
25年3月期第3四半期 70.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 6,138 5,553 90.5
25年3月期 6,286 5,565 88.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,553百万円 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 △5.0 410 △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
②①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3Q 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3Q 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3Q 4,130,800 株 25年3月期3Q 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３四半期（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）は、中核商品である「XNET

サービス」の売上高が2,251百万円（前年同期比4.5％減）となり、機器販売等を含めた売上高は2,262百

万円（前年同期比5.4％減）となりました。 

「XNETサービス」は、新規サービス（BPO）の販売強化施策などが少しずつ結実しつつありますが、当

期の業績に与える影響は限定的であり、第１四半期、第２四半期に続き前期比減収となりました。 

機器販売等の売上高は11百万円（前年同期比69.0％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 ３ 四 半 期 

平成 26 年３月期 

第 ３ 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 

2,356 

％ 

98.5 

百万円 

2,251 

％ 

99.5 

％ 

△4.5 

機器販売等 35 1.5 11 0.5 △69.0 

合 計 2,392 100.0 2,262 100.0 △5.4 

 
② 営業利益、経常利益、四半期純利益 

当第３四半期においては、新商品開発等のコスト増要因が継続して発生しており、売上原価・販売管

理費は、売上の減少にもかかわらず、ほぼ前期並みの水準となっております。その結果、営業利益336百

万円（前年同期比27.9％減）、経常利益369百万円（前年同期比24.5％減）と減益となりました。 

売上高営業利益率は14.9％と高い水準を維持しております。 

四半期純利益については、219百万円（前年同期比25.1％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 
 

当第３四半期末の総資産は、主に現金及び預金が減少することで前期末比148百万円減の6,138百万円となり

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135百万円減の584百万円となりました。純

資産は繰越利益剰余金の減少により前期末比12百万円減の5,553百万円となり、自己資本比率は90.5％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 
 

当第３四半期の経営成績はほぼ予想どおりの水準となり、今後もその水準を達成するものと見ております。

この結果、平成26年３月期の通期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」にて公表した業績予想値と変更ありません。 

 

 

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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,116,179 1,106,904

売掛金 122,590 113,635

商品及び製品 73 －

仕掛品 1,777 1,780

前払費用 15,547 14,909

繰延税金資産 44,740 8,640

関係会社預け金 1,748,303 1,953,615

その他 6,654 15,580

貸倒引当金 △7,497 △147

流動資産合計 4,048,368 3,214,918

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,993 25,939

減価償却累計額 △14,218 △15,694

建物（純額） 11,774 10,244

工具、器具及び備品 149,306 155,256

減価償却累計額 △133,922 △140,416

工具、器具及び備品（純額） 15,384 14,839

有形固定資産合計 27,159 25,084

無形固定資産   

ソフトウエア 478,826 567,301

ソフトウエア仮勘定 252,240 335,557

電話加入権 993 993

無形固定資産合計 732,059 903,851

投資その他の資産   

投資有価証券 1,233,629 1,741,109

敷金及び保証金 150,532 150,532

繰延税金資産 94,560 102,800

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 1,994,441

固定資産合計 2,237,940 2,923,378

資産合計 6,286,308 6,138,296
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,373 529

未払金 239,621 171,795

未払費用 41,965 55,398

未払法人税等 95,671 10,097

未払消費税等 4,285 17,194

前受金 630 945

預り金 24,075 42,517

賞与引当金 79,398 13,428

役員賞与引当金 － 17,369

その他 149 170

流動負債合計 488,169 329,446

固定負債   

退職給付引当金 230,369 253,337

資産除去債務 1,988 2,022

固定負債合計 232,357 255,360

負債合計 720,526 584,807

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 3,291,631

利益剰余金合計 3,321,322 3,309,029

株主資本合計 5,565,782 5,553,489

純資産合計 5,565,782 5,553,489

負債純資産合計 6,286,308 6,138,296
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高   

役務収益 2,356,426 2,251,525

商品売上高 35,990 11,153

売上高合計 2,392,416 2,262,679

売上原価   

役務原価 1,609,792 1,637,761

商品売上原価   

商品期首たな卸高 319 73

当期商品仕入高 32,972 7,081

合計 33,291 7,155

商品期末たな卸高 73 －

商品売上原価 33,217 7,155

売上原価合計 1,643,010 1,644,916

売上総利益 749,406 617,763

販売費及び一般管理費   

業務委託費 25,831 24,275

給料及び手当 153,483 145,890

賞与引当金繰入額 529 469

役員賞与引当金繰入額 18,000 16,125

退職給付費用 8,226 7,160

法定福利費 6,503 5,952

賃借料 8,018 8,937

支払手数料 37,761 49,647

貸倒引当金繰入額 72 △73

その他 23,675 22,406

販売費及び一般管理費合計 282,102 280,791

営業利益 467,303 336,971

営業外収益   

受取利息 6,366 5,756

有価証券利息 13,991 16,267

貸倒引当金戻入額 735 －

違約金収入 － 9,601

雑収入 480 495

営業外収益合計 21,573 32,120

経常利益 488,876 369,091

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 488,722 369,091

法人税、住民税及び事業税 164,200 122,200

法人税等調整額 32,070 27,860

法人税等合計 196,270 150,060

四半期純利益 292,452 219,031
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(3) 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。 

 

 

 

 




