
2006年１月26日

上場会社名 　ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(SCN) (コード番号：3789 東証マザーズ)
（URL　http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/）
問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 吉田　憲一郎 ＴＥＬ：(03)3446-7532

責任者役職・氏名 取締役 十時　裕樹

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項
　①　四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準
　②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
　③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有
　　　　連結 （新規） １社 （除外） －社
　　　　持分法 （新規） １社 （除外） －社
　　　　　　2005年６月に子会社となったMedi C&C Co., Ltd.を新規に連結の範囲に含めています。
　　　　　　2005年11月に関連会社となった㈱ゼータ・ブリッジを新規に持分法の範囲に含めています。

　④　会計監査人の関与 ： 有
　　　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
　　示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
　　準」に基づく意見表明のための手続きを受けています。

２．2006年３月期第３四半期財務・業績の概況（2005年４月１日～2005年12月31日）
(1)　連結経営成績の進捗状況 （金額は百万円未満を切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2006年3月期第3四半期 31,159   ( －)  ( －)  ( －)  ( －)
2005年3月期第3四半期 － 　  ( －)  ( －)  ( －)  ( －)
（参考）2005年３月期 39,301   ( －)  ( －)  ( －)  ( －)

１株当たり四半期 潜在株式調整後１株当たり

（当期）純利益 四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

2006年3月期第3四半期 41,425 87
2005年3月期第3四半期 － 
（参考）2005年３月期 17,438 63

2006年３月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）

△ 86  
－ 　 － 　

56  9,792  
－ 　

経 常 利 益 四半期（当期）純利益

－ 
－ 

売　上　高 営 業 利 益

2,623  

－ 

2,539  4,107  

 
(注) 1. 2006 年 3 月期第 3 四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っておりますので、2005 年 3 月期第 3 四半期実績お

よび対前年同四半期増減率は表示しておりません。 

   2．期中平均株式数(連結) 

 2006 年 3 月期第 3四半期 236,393 株  2005 年 3 月期第 3四半期   － 株  2005 年 3 月期 235,520 株 

   3．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

 

(2)  連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 

当第３四半期連結会計期間(2005年4月1日～2005年12月31日)は、第３四半期連結業績状況開示の

初年度であるため、前年同期との対比は行っておりません。 

 

売上高は、311億59百万円となりました。 

「接続事業」においては、上半期に引き続きFTTHを中心として会員獲得を積極的に行い、当四半

期末のSo-net会員数に占めるブロードバンド会員数は、前年同期末（61万人）より17万人増加の78

万人（中間期末からは5万人増）となりました。一方、初期工事費や月額利用料の無料キャンペー

ン等やナローバンド会員数減少の影響がありましたが、期初に獲得した会員からの課金収入が売上

に計上されてきております。 

「ポータル事業」では、携帯電話向けコンテンツの情報提供、スカイゲート(株)の航空チケット

の販売、広告の売上、アニメDVDの販売等が好調に推移いたしております。 

なお、So-net会員数全体では前年同期末から55万人増の292万人（中間期末からは11万人増）と

なりました。 
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営業利益は、86百万円の損失となりました。 

これは、FTTHを中心とした会員獲得を積極的に行なったため、キャンペーン等の広告宣伝費、販

売促進費や会員獲得手数料等の増加、新規加入者への月額無料キャンペーン等により、会員からの

売上計上に先行して通信回線使用料等の費用の支払いが発生することなどによるものです。 

 

経常利益は、56百万円となりました。 

これは、主に受取利息や持分法適用会社である(株)ディー・エヌ・エーの好調な業績による持分

法投資利益の増加によるものです。 

 

税金等調整前当期純利益は、177億66百万円となりました。 

これは、上半期において投資有価証券売却益として177億95百万円、および貸倒引当金の戻入れ

として40百万円を特別利益として計上し、一方、上半期において出向者の当社への転籍一時金とし

て77百万円、および投資有価証券評価損として48百万円を特別損失として計上しているためです。 

この結果、法人税等および法人税等調整額を含めた税金費用の合計は、77億21百万円となりまし

た。 

また、少数株主利益はソネット・エムスリー(株)の利益の増加と少数株主持分比率が増加したこ

とにより2億52百万円となりました。 

 

当期純利益は、97億92百万円となりました。 

 

分野別売上高概況 

第３四半期（2005年12月31日に終了した9ヵ月間）(注1) 

 
2005年3月期 

第3四半期 
構成比（％）

2006年3月期 

第3四半期 
構成比（％） 前年同期比（％）

接続事業 - - 20,381 65.4    - 

ﾎﾟｰﾀﾙ事業(注2) - - 10,777 34.6 - 

計 - - 31,159 100.0 - 

 

【ご参考】（2005年9月30日から2005年12月31日に終了した3ヵ月間）(注1) 

 
2005年3月期 

第3四半期 
構成比（％）

2006年3月期 

第3四半期 
構成比（％） 前年同期比（％）

接続事業 - - 6,906 65.2    - 

ﾎﾟｰﾀﾙ事業(注2) - - 3,692 34.8 - 

計 - - 10,598 100.0 - 

 

(注)  1. 2006年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っておりますので、2005年3月期第3四半期の実績およ

び構成比前年同期比は表示しておりません。 

2.「ポータル事業」のうち、当四半期の「商品販売」の売上高は、9ヵ月間で11億73百万円、3ヵ月間では4億56百万

円です。 

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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接続事業 

当分野においては、上半期に引き続き、主にFTTHを利用した接続コースの新規会員獲得を積極的

に進め、量販店や代理店を中心に会員獲得活動を推進しました。 

ブロードバンド会員の新規獲得数は、前年同期末（61万人）に比べ17万人の増加となり、当四半

期末のブロードバンド会員数は28％増の78万人（中間期末からは5万人増）となりました。So-net

会員数全体に占める割合は約27％となりました。 

この結果、当四半期における接続事業の売上高は、203億81百万円となりました。ナローバンド

会員の減少と無料キャンペーン等の影響はあるものの、期初に獲得した会員からの課金収入が売上

に計上されてきております。 

なお、売上高全体に占める割合は、65.4％となりました。 

 

ポータル事業 

当分野においては、携帯電話を含むコンテンツの情報提供料や広告の新規取引の増加、ソネッ

ト・エムスリー(株)の取引先増加やスカイゲート(株)の航空チケットの販売、広告等の売上が引き

続き好調に推移しました。 

また、アニメDVDやファッション系サイトの商品販売増加等により、当四半期におけるポータル

事業の売上高は、107億77百万円となり、売上高全体に占める割合は、34.6％となりました。 

 
 

【ご参考】（2005年9月30日から2005年12月31日に終了した3ヵ月間の業績）(注) 

 
2006年3月期 

第3四半期 

売上高 10,598 

営業利益(損失) (51) 

経常利益(損失) (9) 

当期純利益(損失) (117) 

 

(注) 2006年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っておりますので、2005年3月期第3四半期の実績は表示し

ておりません。 

 

 

連結子会社および持分法適用会社の営業概況 

 

連結子会社は、ソネットスポーツ・ドットコム(株)、ソネット・エムスリー(株)、So-net M3 USA 

Corporation、Medi C&C Co., Ltd. 、スカイゲート(株)の5社であり、持分法適用会社は、(株)レ

ーベルゲート、(株)ディー・エヌ・エー、(株)ゼータ・ブリッジの3社であります。 

ソネット・エムスリー(株)は、医療関連会社マーケティング支援分野で医療専門サイト「m3.com」

の医師会員数が11.9万人となりました。また、顧客企業数の増加に加え、eディテール（会員向け

に発信したメッセージ）量が伸長し、従量課金に伴う売上が増加する等、全体としても売上を伸ば

しました。 

スカイゲート(株)においては、年末にかけて主力の航空チケット等の旅行商品の売上が好調でし

た。 

また、当四半期の持分法による投資利益は、1億81百万円を計上しております。これは (株)ディ

ー・エヌ・エーの携帯電話専用アフィリエイトネットワーク「ポケットアフィリエイト」や2005

年7月1日より月額利用料の課金を開始した携帯電話専用オークションサイト「モバオク」が有料会

員数を順調に伸ばし、課金売上、広告売上が好調に推移していることによるものです。 

(株)レーベルゲートは最近の音楽配信市場の拡大に伴い、有料ダウンロード数が増加したものの、

（単位：百万円）
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依然として損益は厳しい状況が続いています。また、(株)ゼータ・ブリッジは、2005年11月より持

分法を適用しております。主に携帯電話端末向けの着信メロディや「フォトナビワイン」などの画

像認識による情報提供サービスを行っています。 

(3)　連結財政状態の変動状況
総　資　産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当り株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

2006年3月期第3四半期 43,796 29
2005年3月期第3四半期 － 
（参考）2005年３月期 21,091 96
(注) 期末発行済株式数（連結） 2006年3月期第3四半期 255,520株  2005年3月期第3四半期 　－ 株  2005年3月期 235,520株

(4)　連結キャッシュ・フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　 末　 残　 高

百万円 百万円 百万円 百万円

2006年3月期第3四半期 △ 2,830
2005年3月期第3四半期 － 
（参考）2005年３月期 3,910 2,348 2,200 10,640

－ － 

110,654

49,978
－ － 

－ 
16,918 6,388 31,148

28,274
－ 

11,771

64.6

55.8

 
(5)  連結財政状態ならびに連結キャッシュ・フローの変動状況に関する定性的情報等 

連結財政状態 
 

当第３四半期末の総資産は 437 億 96 百万円となり、前年度末と比べて 227 億 5 百万円増加しま
した。これは、主としてソネット・エムスリー㈱および㈱ディー・エヌ・エー株式の売却、ならび
に当社の東京証券取引所マザーズ上場に際しての新株発行等により、現金及び預金が 272 億 87 百
万円増加したことによるものです。 
一方、当第３四半期末の負債は、主として上記株式売却による利益増加により、法人税等の未払

額が増加したため、52 億 14 百万円増加し、136 億 95 百万円となりました。 
少数株主持分は、ソネット・エムスリー㈱の持分比率減少等により 9 億 87 百万円増加し 18 億

27 百万円となりました。 
純資産は、上記新株発行により資本金 27 億 20 百万円および資本剰余金 36 億 99 百万円が増加し

たこと、利益の増加により利益剰余金が 97 億 92 百万円増加したこと等により、165 億 3 百万円増
加し 282 億 74 百万円となりました。 
なお、当社上場に伴い、ソニーグループの資金集中化スキームの利用を終了しましたので、従来、

同スキームを利用してソニー㈱および Sony Global Treasury Services Plc.に預け入れた資金を
預け金として計上していましたが、終了後は一般の金融機関に預け入れていますので、現金及び預
金として計上しています。また、当社上場により当社がソニー㈱の完全子会社ではなくなったこと
から、ソニー㈱を連結親法人とする連結納税制度から離脱しました。これにより、従来、連結納税
制度適用によりソニー㈱に対して発生した債務を未払金として計上していましたが、離脱後は未払
法人税等に計上しています。 

 
 

連結キャッシュ・フロー 
 

当四半期における現金および現金同等物は、営業活動において 28 億 30 百万円の減少、投資活動
において 169 億 18 百万円の増加、財務活動において 63 億 88 百万円の増加となったことから、前
年度末に比べて 205 億 8 百万円増加し、当第３四半期末には 311 億 48 百万円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期は 28 億 30 百万円の減少となりました。こ

れは、当第３四半期では税金等調整前当期純利益 177 億 66 百万円を計上したにもかかわらず、そ
の大部分が投資活動にともなう投資有価証券売却益 177 億 95 百万円によるものであり、当第３四
半期の減少は、主として法人税等の支払が 28 億 95 百万円発生したことによるものです。なお、当
第３四半期の税金等調整前当期純利益には、非資金費用である減価償却費 6 億 61 百万円、 
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連結調整勘定償却額 2 億 15 百万円が含まれています。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期は 169 億 18 百万円の増加となりました。

これは、主として連結子会社ソネット・エムスリー㈱および持分法適用関連会社㈱ディー・エヌ・
エーの株式を売却したことによる投資有価証券の売却による収入184億98百万円によるものです。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期は 63 億 88 百万円の増加となりました。こ

れは、当社が東京証券取引所マザーズに上場した際の株式の発行による収入 63 億 88 百万円による
ものです。 
 

 
３．2006 年 3 月期の連結業績予想（2005 年 4 月 1 日～2006 年 3 月 31 日） 
 
(1) 連結業績予想 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通     期 43,500  百万円 700  百万円 10,200  百万円

（ご参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   39,918 円 59 銭 
（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

います。実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 
(2) 連結業績予想に関する定性的情報等 
 当第 3 四半期連結会計期間（2005 年 4 月 1 日～2005 年 12 月 31 日）の業績につきましては、以
下の通り認識しています。 
①FTTH（光ファイバー）を中心とするブロードバンド会員の新規会員獲得活動が好調に推移して
いること。 

②当四半期に入って、期初に獲得したブロードバンド会員からの課金収入が計上されていること。 
③ポータル事業において、コンテンツ課金、EC、広告売上等（連結子会社を含む）が好調に推移
していること。 

なお、第 4 四半期の業績につきましては、引き続き第 3 四半期までの状況が継続するものと認識
し、現時点では上記の通期連結業績の見通しにつきましては変更ありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末

（2005年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  31,148  3,861 

２ 受取手形及び売掛金  4,339  3,755 

３ たな卸資産  284  212 

４ 預け金  －  6,779 

５ その他  2,412  1,513 

６ 貸倒引当金  △70  △68 

流動資産合計  38,115 87.0  16,052 76.1

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 *1 282 0.7  180 0.9

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  1,810 1,576  

２ その他  513 2,324 5.3 550 2,126 10.1

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  2,336 1,470  

２ その他  817 1,380  

３ 貸倒引当金  △78 3,075 7.0 △119 2,731 12.9

固定資産合計  5,681 13.0  5,038 23.9

資産合計  43,796 100.0  21,091 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（2005年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  3,228  2,552 

２ 未払費用  1,727  1,936 

３ 未払法人税等  7,404  876 

４ 賞与引当金  50  243 

５ その他の引当金  269  149 

６ その他  500  2,333 

流動負債合計  13,180 30.1  8,092 38.4

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  129  110 

２ 役員退職慰労引当金  66  48 

３ その他  318  228 

固定負債合計  514 1.2  388 1.8

負債合計  13,695 31.3  8,480 40.2

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  1,827 4.1  839 4.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  7,965 18.2  5,245 24.9

Ⅱ 資本剰余金  8,463 19.4  4,764 22.6

Ⅲ 利益剰余金  11,526 26.3  1,733 8.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  314 0.7  26 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定  2 0.0  △0 △0.0

資本合計  28,274 64.6  11,771 55.8

負債、少数株主持分及び資本合計  43,796 100.0  21,091 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  31,159 100.0  39,301 100.0

Ⅱ 売上原価  18,622 59.8  22,056 56.1

売上総利益  12,537 40.2  17,245 43.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *1 12,623 40.5  14,621 37.2

営業利益または営業損失（△）  △86 △0.3  2,623 6.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  14 7  

２ 受取配当金  － 50  

３ 持分法による投資利益  181 52  

４ その他  51 247 0.8 86 195 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  0 0  

２ 固定資産除却損  46 90  

３ リース中途解約金  8 91  

４ 新株発行費  40 12  

５ サービス開発中止費用  － 29  

６ その他  8 104 0.3 54 279 0.7

経常利益  56 0.2  2,539 6.5

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  17,795 2,876  

２ 持分変動益  4 2,599  

３ 貸倒引当金戻入益  40 －  

４ 固定資産売却益  － 17,840 57.2 25 5,500 14.0
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当第３四半期連結会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失    

１ 投資有価証券評価損  48 978  

２ 持分変動損  3 0  

３ 減損損失 *2 － 295  

４ 貸倒引当金繰入額  － 182  

５ 転籍一時金 *3 77 －  

６ 事業所整理による損失 *4 － 75  

７ 固定資産臨時償却費 *5 － 130 0.4 13 1,545 4.0

税金等調整前四半期（当期）純
利益 

 17,766 57.0  6,494 16.5

法人税、住民税及び事業税  7,747 2,359  

法人税等調整額  △26 7,721 24.8 △77 2,282 5.8

少数株主利益  252 0.8  104 0.2

四半期（当期）純利益  9,792 31.4  4,107 10.5
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(3) 四半期連結剰余金計算書 

  
当第３四半期連結会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,764  4,764 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  3,699 3,699 － － 

Ⅲ 資本剰余金四半期末（期末）残高   8,463  4,764 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,733  △2,373 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

四半期（当期）純利益  9,792 9,792 4,107 4,107 

Ⅲ 利益剰余金四半期末（期末）残高   11,526  1,733 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日)

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益  17,766 6,494 

減価償却費  661 753 

固定資産臨時償却費  － 13 

減損損失  － 295 

連結調整勘定償却額  215 283 

持分変動益  △4 △2,599 

持分変動損  3 0 

持分法による投資利益  △181 △52 

投資有価証券評価損  48 978 

投資有価証券売却益  △17,795 △2,876 

新株発行費  40 12 

賞与引当金の増加（減少）額  △193 4 

貸倒引当金の増加（減少）額  △39 165 

その他の引当金の増加額  150 88 

受取利息及び受取配当金  △14 △57 

支払利息  0 0 

為替（差益）差損  △7 2 

固定資産除却損  46 90 

固定資産売却損  － 0 

固定資産売却益  － △25 

事業所整理による損失  － 75 

売上債権の（増加）減少額  △579 136 

たな卸資産の増加額  △72 △82 

その他流動資産の増加額  △302 △268 

仕入債務の増加額  675 89 

未払費用の増加（減少）額  △210 185 

その他流動負債の増加（減少）額  △158 145 

 小計  50 3,855 
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当第３四半期 
連結会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日)

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額  14 57 

利息の支払額  △0 △0 

法人税等の支払額  △2,895 △1 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,830 3,910 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △415 △10 

投資有価証券の売却による収入  18,498 3,162 

有形固定資産の取得による支出  △163 △44 

有形固定資産の売却による収入  － 26 

無形固定資産の取得による支出  △817 △748 

敷金・保証金の支払による支出  △21 △5 

敷金・保証金の返還による収入  103 － 

長期前払費用の支払による支出  △22 △46 

新規連結子会社の株式取得による収入  26 － 

貸付けによる支出  △323 △55 

貸付金の回収による収入  53 70 

投資活動によるキャッシュ・フロー  16,918 2,348 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  6,388 － 

子会社の増資による収入  － 2,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,388 2,200 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  31 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  20,508 8,458 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,640 2,181 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高 

*1 31,148 10,640 
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 四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社は、ソネットスポー

ツ・ドットコム㈱、スカイゲー

ト㈱、ソネット・エムスリー㈱、

So-net M3 USA Corporation、

Medi C&C Co., Ltd.の５社です。

なお、Medi C&C Co., Ltd.は、

当第３四半期連結会計期間にお

いて新たに株式を取得して子会

社となったことから、連結の範

囲に含めています。 

(1) 連結子会社は、ソネットスポー

ツ・ドットコム㈱、スカイゲー

ト㈱、ソネット・エムスリー㈱、

So-net M3 USA Corporationの４

社です。 

 (2) 連結の範囲から除外した子会社

はありません。 

同左 

２ 持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法適用会社は、㈱レーベル

ゲート、㈱ディー・エヌ・エー、

㈱ゼータ・ブリッジの３社です。

なお、㈱ゼータ・ブリッジは、

当第３四半期連結会計期間にお

いて新たに株式を取得して関連

会社となったことから、持分法

適用の範囲に含めています。 

(1) 持分法適用会社は、㈱レーベル

ゲート、㈱ディー・エヌ・エー、

の２社です。 

 (2) 持分法の適用から除外した関連

会社はありません。 

同左 

 

３ 連結子会社の四半期決

算日等（決算日等）に

関する事項 

  連結子会社のうち、Medi C&C 

Co., Ltd.の第３四半期決算日

は９月30日です。 

  四半期連結財務諸表の作成に当

って、Medi C&C Co., Ltd.につ

いては、第３四半期連結決算日

現在で実施した仮決算にもとづ

く四半期財務諸表を使用してい

ます。 

 すべての連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しています。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する

事項 

  

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

(ⅰ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期連結決算日の

市場価格等にもとづく時価

法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定して

います。） 

市場価格のない有価証券 

移動平均法による原価法 

(ⅰ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

にもとづく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定しています。） 

市場価格のない有価証券 

移動平均法による原価法 

 (ⅱ) たな卸資産 

イ 商品 

 移動平均法による原価法 

(ⅱ) たな卸資産 

同左 

 ロ 仕掛品および番組勘定 

 個別法による原価法 

 

 ハ 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

(ⅰ) 有形固定資産 

 主として定率法を採用してい

ます。一部の海外連結子会社は定

額法を採用しています。 

 なお、有形固定資産について、

利用可能期間を勘案して、随時耐

用年数の見直しを行っています。

(ⅰ) 有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は

定率法を、海外連結子会社は定額

法を採用しています。 

 なお、有形固定資産について、

利用可能期間を勘案して、随時耐

用年数の見直しを行っています。

   

─ 14 ─



 
 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

 (ⅱ) 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間

（５年）にもとづく定額法、市場

販売目的ソフトウェアについて

は見込有効期間（３年以内）にも

とづく定額法、その他の無形固定

資産については経済的見積耐用

年数にもとづく定額法を採用し

ています。 

  なお、無形固定資産について、利

用可能期間を勘案して、随時耐用

年数の見直しを行っています。 

(ⅱ) 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上

基準 

(ⅰ) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しています。 

(ⅰ) 貸倒引当金 

同左 

 (ⅱ) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半

期連結会計期間対応分の金額を

計上しています。 

(ⅱ) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、次期支給見込額にもとづき計

上しています。 

 (ⅲ) 退職給付引当金 

 当社においては従業員の退職

給付に備えるため、第３四半期末

自己都合要支給額にもとづき、当

第３四半期連結会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を、一部の海外連結子会社にお

いては、現地国の法令にもとづく

当第３四半期連結会計期間末要

支給額を計上しています。 

(ⅲ) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合要支給額にもと

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を

計上しています。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

 (ⅳ) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規にもとづく第３四

半期末要支給額を計上していま

す。 

(ⅳ) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規にもとづく期末要

支給額を計上しています。 

 (ⅴ) ポイント引当金 

 販売促進等を目的とするポイ

ント制度による将来のポイント

利用に備えるため、過去の実績に

もとづき、第３四半期連結会計期

間末において将来利用されると

見込まれるポイントに対する所

要額を計上しています。 

(ⅴ) ポイント引当金 

 販売促進等を目的とするポイ

ント制度による将来のポイント

利用に備えるため、過去の実績に

もとづき、連結会計年度末におい

て将来利用されると見込まれる

ポイントに対する所要額を計上

しています。 

 (ⅵ) 売上割戻引当金 

 連結子会社の一部は、将来の売

上割戻に備えるため、売上割戻金

見込額のうち当第３四半期連結

会計期間の負担に属する金額を

計上しています。 

 

(ⅵ) 売上割戻引当金 

 連結子会社の一部は、将来の売上

割戻に備えるため、売上割戻金見込

額のうち当連結会計年度の負担に属

する金額を計上しています。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっています。 

同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

(ⅰ) ヘッジ会計の方法 

 為替予約を付した外貨建金銭

債権債務に対して、振当処理の要

件を充たす為替予約について、振

当処理を行っています。 

(ⅰ) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ⅱ) ヘッジ手段 

 為替予約取引 

(ⅱ) ヘッジ手段 

同左 

 (ⅲ) ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務 

(ⅲ) ヘッジ対象 

同左 

 (ⅳ) ヘッジ方針 

 為替変動によるキャッシュ・フ

ロー変動リスクをヘッジするた

めに為替予約取引を行っていま

す。 

(ⅳ) ヘッジ方針 

同左 

 (ⅴ) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ

開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象のキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フロー変

動の累計とを比較しています。 

(ⅴ) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6) その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税の会

計処理は税抜方式によっていま

す。 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

同左 

 (ⅱ) 連結納税制度からの離脱 

 当社および連結子会社の一部

はソニー㈱の完全子会社ではな

くなったことから、同社を連結親

法人とする連結納税制度から離

脱しました。 

 

(ⅱ) 連結納税制度の適用 

 当社および連結子会社の一部

はソニー㈱を連結親法人とする

連結納税制度の適用を受けてい

ます。 

５ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

 連結調整勘定および連結調整勘定

相当額の償却については、20年以内

の合理的な年数（主として５年）で

償却しています。 

 

 連結調整勘定の償却については、

５年以内で償却しています。 

６ 四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連

結キャッシュ・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、預け金からなっています。 

同左 
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注記事項 
（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（2005年12月31日） 

前連結会計年度末 
（2005年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額  578百万円 *1 有形固定資産の減価償却累計額  580百万円 

 2 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 41百万円
 

――――― 

 
 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

*1 販売費および一般管理費のうち主要な費目お

よび金額は次のとおりです。 

報酬・給与 2,100百万円

業務委託費 2,780百万円

販売促進費 1,402百万円
 

*1 販売費および一般管理費のうち主要な費目お

よび金額は次のとおりです。 

報酬・給与 2,411百万円

業務委託費 3,478百万円

広告宣伝費 1,141百万円
 

――――― *2 減損損失 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 インターネットを使った旅行関連サー

ビスに使用するハードウェアならびに

ソフトウェア等 

種類 建物、器具・備品、商標権およびソフト

ウェア 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

により使用する器具・備品およびソフト

ウェア 

場所 スカイゲート㈱（東京都品川区） 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯および資産の

回収可能価額 

 当連結会計年度において、インターネットを

使った旅行関連事業の事業計画を見直した結

果、急激な業界の再編による企業間の競争の激

化に加え、インターネットによる旅行関連市場

の市場規模の拡大が事前の予測ほど進まなか

ったことから、将来の見通しが当初の事業計画

を下回り、当該事業に使用する資産の帳簿価額

については、回収可能性が認められなくなった

ことから、備忘価額まで減額しています。 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

 (3) 減損損失の内訳 

固定資産 

 建物 0百万円

 器具・備品 0百万円

 ソフトウェア 1百万円

 商標権 0百万円

所有権移転外ファイナンス・リース 

 器具・備品 36百万円

 ソフトウェア 256百万円

合計 295百万円
  

 (4) 資産をグルーピングした方法 

 当社グループは、接続サービス事業に係る資

産群およびそのキャッシュ・フロー獲得に貢献

するその他の関連事業に係る資産群を一つの

資産グループとしています。さらに、当該資産

グループのキャッシュ・フローから概ね独立し

たキャッシュ・フローを生み出す資産群につい

ては、個別の資産グループとしています。 

*3 転籍一時金は、当社への出向者が当社へ転籍し

た際に支給したものです。 

――――― 

――――― *4 事業所整理による損失は横浜サテライトオフ

ィス縮小・撤退の決定による原状回復費39百万

円とそれにともなう固定資産臨時償却費36百

万円（建物30百万円、器具・備品6百万円）で

す。 

――――― *5 固定資産臨時償却費はソフトウェア13百万円

によるものです。 

 
 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

*1 現金および現金同等物の四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

*1 現金および現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（2005年12月31日現在） （2005年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 31,148百万円

現金及び現金同等物 31,148百万円
  

  
現金及び預金勘定 3,861百万円

預け金勘定 6,779百万円

現金及び現金同等物 10,640百万円
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（リース取引関係） 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額および四半

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額および期末

残高相当額 
 

 

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

減損損失

累計額相

当額 

(百万円)

四半期末

残高相当

額 

(百万円)

器具・備品 3,574 2,309 22 1,242

ソフトウェア 1,024 697 101 225

合計 4,599 3,006 124 1,468

  

 

 

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

減損損失

累計額相

当額 

(百万円) 

期末残高

相当額

(百万円)

器具・備品 3,933 2,488 31 1,412

ソフトウェア 966 571 196 198

合計 4,900 3,059 228 1,611

  
(2) 未経過リース料四半期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  
１年内 766百万円

１年超 867百万円

 合計 1,633百万円
  

リース資産減損勘定の残高 124百万円
  

  
１年内 974百万円

１年超 921百万円

 合計 1,895百万円
  

リース資産減損勘定の残高 228百万円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 
  

支払リース料 870百万円

リース資産減損勘定の取崩額 103百万円

減価償却費相当額 820百万円

支払利息相当額 36百万円

減損損失 －百万円
  

  
支払リース料 1,401百万円

リース資産減損勘定の取崩額 139百万円

減価償却費相当額 1,316百万円

支払利息相当額 69百万円

減損損失 292百万円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっています。 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっています。 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 4百万円

１年超 0百万円

 合計 5百万円
  

  
１年内 17百万円

１年超 0百万円

 合計 17百万円
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（有価証券関係） 
 当第３四半期連結会計期間末（2005 年 12 月 31 日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 該当事項はありません。 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 104 635 530 

合計 104 635 530 

 
3 時価評価されていない有価証券の主な内容 

保有目的 内容 四半期連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 市場価格のない株式 396 

合計 396 

 
 前連結会計年度末（2005 年３月 31 日現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 該当事項はありません。 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 49 95 45 

合計 49 95 45 

 
3 時価評価されていない有価証券の主な内容 

保有目的 内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 市場価格のない株式 224 

合計 224 

 
 
（デリバティブ取引関係） 
 当第３四半期連結会計期間末（2005 年 12 月 31 日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
 該当事項はありません。 

 
 前連結会計年度末（2005 年３月 31 日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 
１ 事業の種類別セグメント情報 

 当第３四半期連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年 12 月 31 日） 
 前連結会計年度（自 2004 年４月１日 至 2005 年３月 31 日） 

 当社グループは、ネットワークサービス関連事業に特化しているため１つのセグメント
しかありませんので、記載を省略しています。 

 
２ 所在地別セグメント情報 

 当第３四半期連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年 12 月 31 日） 
 前連結会計年度（自 2004 年４月１日 至 2005 年３月 31 日） 
 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、記
載を省略しています。 

 
３ 海外売上高 

 当第３四半期連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年 12 月 31 日） 
 前連結会計年度（自 2004 年４月１日 至 2005 年３月 31 日） 

 海外売上高が連結売上高の 10％未満であるため、記載を省略しています。 
 
 
（１株当たり情報） 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

１株当たり純資産額 110,654円29銭 49,978円96銭 

１株当たり四半期（当期）純利益金額 41,425円87銭 17,438円63銭 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が無い
ため記載していません。 

２ １株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

四半期（当期）純利益金額 9,792百万円 4,107百万円 

普通株主に帰属しない金額 － 百万円 － 百万円 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 9,792百万円 4,107百万円 

普通株式の期中平均株式数 236,393株 235,520株 
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（重要な後発事象） 
当第３四半期連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

――――― 投資有価証券の売却 

１ 連結子会社ソネット・エムスリー㈱株式の売

却 

当社は、2005年５月20日開催の取締役会にお

いて、連結子会社ソネット・エムスリー㈱株式

の一部を売却することを決定し、2005年６月６

日に売却を実施しました。 

売出株式数 17,935株 

      （発行済株式数の14.0％） 

売出方法 当該株式の買主は、売出価格で一

般投資家に売出しを行うため、売

却株式数のすべてを売買価格で

買取引受します。 

売出価格 717,250円 

売買価格 694,600円 

売出しによる投資有価証券売却益 

               11,978百万円

２ 持分法適用関連会社㈱ディー・エヌ・エー株

式の売却 

当社は、2005年６月17日開催の取締役会にお

いて、持分法適用関連会社㈱ディー・エヌ・エ

ー株式の一部を証券会社に売却することを決

定し、2005年６月24日に売却を実施しました。

売却株式数 7,000株 

      （発行済株式数の4.6％） 

売却価格 863,040円 

売却による投資有価証券売却益 

              5,816百万円
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2006年１月26日

上場会社名 　ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(SCN) (コード番号：3789 東証マザーズ)
（URL　http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/）
問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役 吉田　憲一郎 ＴＥＬ：(03)3446-7532

責任者役職・氏名 取締役 十時　裕樹

１．四半期財務情報の作成等に係る事項
　①　四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準
　②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
　③　会計監査人の関与 ： 有
　　　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
　　に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
　　に基づく意見表明のための手続きを受けています。

２．2006年３月期第３四半期財務・業績の概況（2005年４月１日～2005年12月31日）
(1)　経営成績の進捗状況 （金額は百万円未満を切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2006年3月期第3四半期 26,153   ( －)  ( －)  ( －)  ( －)
2005年3月期第3四半期 － 　  ( －)  ( －)  ( －)  ( －)
（参考）2005年３月期 35,221   ( －)  ( －)  ( －)  ( －)

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

2006年3月期第3四半期 40,994 70
2005年3月期第3四半期 － 
（参考）2005年３月期 1,721 28
(注) １．2006年3月期第3四半期より四半期財務諸表の開示を行っておりますので、2005年3月期第3四半期実績および対前年同期
　　　　 増減率は表示しておりません。
 　　２．期中平均株式数   2006年3月期第3四半期 236,393株   2005年3月期第3四半期 　　－ 株   2005年3月期 235,520株

(2)　財政状態の変動状況
総　資　産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当り株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

2006年3月期第3四半期 36,740 54
2005年3月期第3四半期 － 
（参考）2005年３月期 15,696 10
(注) 　期末発行済株式数   2006年3月期第3四半期 255,520株   2005年3月期第3四半期 　　－ 株   2005年3月期 235,520株

３．2006年３月期の業績予想（2005年４月１日～2006年３月31日）
１株当たり年間配当金

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通　　　　　期 36,560  0 00  0 00  0 00  
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 39,214 円　15 銭

(注) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでいます。

　　 実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。

24,792
－ 

8,679

売　上　高 営 業 利 益

97,028

36,851

67.5

55.3
－ 

△ 1,000  

当期純利益

10,020  

2006年３月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）

△ 1,202  
－ 　 － 　

△ 1,579  9,690  
－ 　

売上高 経常利益

経 常 利 益 四半期（当期）純利益

中　間 期　末

1,705  405  2,024  

－ 
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４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（2005年12月31日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  27,017 148  

２ 受取手形  － 2  

３ 売掛金  3,726 3,487  

４ たな卸資産  251 176  

５ 短期貸付金  72 71  

６ 関係会社短期貸付金  1,129 1,546  

７ 預け金  － 6,779  

８ その他 *2 1,635 1,008  

９ 貸倒引当金  △1,017 △1,631  

流動資産合計  32,816 89.3  11,588 73.8

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 *1 242 0.7 163  1.1

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  1,741 1,511  

２ その他  439 645  

無形固定資産合計  2,180 5.9 2,156  13.7

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  426 319  

２ 関係会社株式  415 339  

３ その他  736 1,247  

４ 貸倒引当金  △78 △119  

投資その他の資産合計  1,500 4.1 1,786  11.4

固定資産合計  3,924 10.7  4,107 26.2

資産合計  36,740 100.0  15,696 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（2005年12月31日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  2,875 2,308  

２ 未払金  52 1,711  

３ 未払費用  1,639 1,820  

４ 未払法人税等  7,043 564  

５ 賞与引当金  37 221  

６ その他の引当金  52 33  

７ その他  56 194  

流動負債合計  11,756 32.0  6,853 43.7

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  123 110  

２ 役員退職慰労引当金  66 48  

３ その他  1 4  

固定負債合計  191 0.5  164 1.0

負債合計  11,947 32.5  7,017 44.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  7,965 21.7  5,245 33.4

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  8,463 4,764  

資本剰余金合計  8,463 23.0  4,764 30.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

特別償却準備金  － 262  

２ 四半期未処分利益または当期
未処理損失（△） 

 8,332 △1,620  

利益剰余金合計  8,332 22.7  △1,358 △8.7
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当第３四半期会計期間末 
（2005年12月31日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅳ その他有価証券評価差額金  30 0.1  26 0.2

資本合計  24,792 67.5  8,679 55.3

負債・資本合計  36,740 100.0  15,696 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度要約損益計算書
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  26,153 100.0  35,221 100.0

Ⅱ 売上原価 *5 15,871 60.7  19,797 56.2

売上総利益  10,281 39.3  15,423 43.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *5 11,483 43.9  13,399 38.1

営業利益または営業損失（△）  △1,202 △4.6  2,024 5.7

Ⅳ 営業外収益 *1 51 0.2  126 0.4

Ⅴ 営業外費用 *2 427 1.6  446 1.3

経常利益または経常損失（△）  △1,579 △6.0  1,705 4.8

Ⅵ 特別利益 *3 18,475 70.6  3,167 9.0

Ⅶ 特別損失 *4 126 0.5  2,389 6.7

税引前四半期（当期）純利益  16,770 64.1  2,482 7.1

法人税、住民税及び事業税  7,194 2,056  

法人税等調整額  △114 7,079 27.0 20 2,077 5.9

四半期（当期）純利益  9,690 37.1  405 1.2

前期繰越損失  1,358  2,026 

四半期未処分利益または当期
未処理損失（△） 

 8,332  △1,620 
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 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市場

価格等にもとづく時価法

（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定し

ています。） 

市場価格のない有価証券 

移動平均法による原価法

(1) 有価証券 

子会社株式および関連会社株式

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

にもとづく時価法（評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定していま

す。） 

市場価格のない有価証券 

同左 

 (2) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

仕掛品および番組勘定 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しています。 

なお、有形固定資産について、

利用可能期間を勘案して、随時耐

用年数の見直しを行っています。

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

営業権については５年で均等償

却しています。また、自社利用ソ

フトウェアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）、市場販

売目的ソフトウェアについては見

込有効期間（３年以内）、その他

の無形固定資産については経済的

見積耐用年数にもとづく定額法を

採用しています。 

なお、無形固定資産について、

利用可能期間を勘案して、随時耐

用年数の見直しを行っています。

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理していま

す。 

――――― 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しています。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半

期会計期間対応分の金額を計上し

ています。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるた

め、次期支給見込額のうち当期対

応分の金額を計上しています。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、自己都合要支給額にもとづき、

第３四半期会計期間末において発

生していると認められる額を計上

しています。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職金給付に備えるた

め、期末自己都合要支給額にもと

づき、当期末において発生してい

ると認められる額を計上していま

す。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規にもとづく第３四半

期会計期間末要支給額を計上して

います。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規にもとづく期末要支

給額を計上しています。 

 (5) ポイント引当金 

販売促進等を目的とするポイン

ト制度による将来のポイント利用

に備えるため、過去の実績にもと

づき、第３四半期会計期間末にお

いて将来利用されると見込まれる

ポイントに対する所要額を計上し

ています。 

(5) ポイント引当金 

販売促進等を目的とするポイン

ト制度による将来のポイント利用

に備えるため、過去の実績にもと

づき、期末において将来利用され

ると見込まれるポイントに対する

所要額を計上しています。 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっています。 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

為替予約を付した外貨建金銭債

権債務に対して、振当処理の要件

を充たす為替予約について、振当

処理を行っています。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段 

為替予約取引 

(2) ヘッジ手段 

同左 

 (3) ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

(3) ヘッジ対象 

同左 

 (4) ヘッジ方針 

為替変動によるキャッシュ・フ

ロー変動リスクをヘッジするため

に為替予約取引を行っています。

(4) ヘッジ方針 

同左 

 (5) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ

開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象のキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較しています。 

(5) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっています。

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

７ その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 (2) 連結納税制度からの離脱 

当社は、ソニー㈱の完全子会社

ではなくなったことから、同社を

連結親法人とする連結納税制度か

ら離脱しました。 

(2) 連結納税制度の適用 

当社はソニー㈱を連結親法人と

する連結納税制度の適用を受けて

います。 
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注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（2005年12月31日） 

前事業年度末 
（2005年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額  525百万円 *1 有形固定資産の減価償却累計額  550百万円 

*2 消費税等の取扱い 

仮払消費税および仮受消費税は相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しています。 

――――― 

 3 保証債務 

関係会社の営業取引に関する連帯保証 

 スカイゲート㈱ 0百万円

従業員の銀行借入金に対する保証 41百万円

       合計 42百万円
 

 3 保証債務 

関係会社の営業取引に関する連帯保証 

 スカイゲート㈱ 1百万円
 

 
 
（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

*1 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 11百万円

イベント協賛金 11百万円
  

*1 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 9百万円

受取配当金 50百万円

加入促進契約金 47百万円
  

*2 営業外費用のうち重要なもの 

貸倒引当金繰入額 334百万円

固定資産除却損 46百万円

新株発行費 30百万円
  

*2 営業外費用のうち重要なもの 

貸倒引当金繰入額 219百万円
  

*3 特別利益のうち重要なもの 

関係会社株式売却益 18,435百万円

貸倒引当金戻入益 40百万円
  

*3 特別利益のうち重要なもの 

関係会社株式売却益 3,142百万円

固定資産売却益 25百万円
  

*4 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券評価損 48百万円

当社への出向者が当社へ転籍

した際に支出した転籍一時金 
77百万円

  

*4 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券評価損 972百万円

関係会社株式評価損 166百万円

貸倒引当金繰入額 1,160百万円

事業所整理による損失 75百万円

固定資産臨時償却費 13百万円
  

*5 減価償却実施額 

有形固定資産 69百万円

無形固定資産 682百万円
  

*5 減価償却実施額 

有形固定資産 100百万円

無形固定資産 823百万円
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（リース取引関係） 
当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額および四半

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額および期末

残高相当額 
 

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

減損損失

累計額相

当額 

(百万円)

四半期末

残高相当

額 

(百万円)

器具・備品 3,524 2,290 0 1,233

ソフトウェア 326 190 1 135

合計 3,851 2,480 1 1,368

  

 

 

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

減損損失

累計額相

当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

器具・備品 3,886 2,473 1 1,411

ソフトウェア 323 150 2 170

合計 4,209 2,623 4 1,582

  
(2) 未経過リース料四半期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  
１年内 678百万円

１年超 729百万円

 合計 1,407百万円
  

リース資産減損勘定の残高 1百万円
  

  
１年内 843百万円

１年超 791百万円

 合計 1,634百万円
  

リース資産減損勘定の残高 4百万円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額およ

び減損損失 
  

支払リース料 752百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2百万円

減価償却費相当額 708百万円

支払利息相当額 32百万円

減損損失 －百万円
  

  
支払リース料 1,233百万円

リース資産減損勘定の取崩額 70百万円

減価償却費相当額 1,157百万円

支払利息相当額 62百万円

減損損失 －百万円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっています。 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっています。 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 4百万円

１年超 －百万円

 合計 4百万円
  

  
１年内 16百万円

１年超 －百万円

 合計 16百万円
  

 
 

─ 33 ─



 
 

（有価証券関係） 
当第３四半期会計期間末（2005 年 12 月 31 日現在） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 130 104,450 104,320 

関連会社株式 145 30,915 30,769 

 
前事業年度末（2005 年３月 31 日現在） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 160 50,784 50,624 

関連会社株式 179 26,500 26,321 

 
 
（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年12月31日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

――――― 子会社株式の売却 

当社は、2005年５月20日開催の取締役会におい

て、子会社ソネット・エムスリー㈱株式の一部を

売却することを決定し、2005年６月６日に売却を

実施しました。 

売出株式数 17,935株 

      （発行済株式数の14.0％） 

売出方法 当該株式の買主は、売出価格で一般

投資家に売出しを行うため、売却株

式数のすべてを売買価格で買取引

受します。 

売出価格 717,250円 

売買価格 694,600円 

売出しによる関係会社株式売却益 

               12,427百万円

関連会社株式の売却 

当社は、2005年６月17日開催の取締役会におい

て、関連会社㈱ディー・エヌ・エー株式の一部を

証券会社に売却することを決定し、2005年６月24

日に売却を実施しました。 

売却株式数 7,000株（発行済株式数の4.6％）

売却価格 863,040円 

売却による関係会社株式売却益 6,007百万円
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