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１. 18年 3月期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)経営成績 （金額は百万円未満を切捨）

　　　  売    上    高 　　　　 営 業 利 益 　　　経 常 利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 35,764 1.5 △ 861 - △ 1,258 -
17年 3月期 35,221 △ 1.8 2,024 - 1,705 -

潜在株式調整後

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％
18年 3月期 8,898 2,095.0 36,906.30 - 54.5 △ 5.6 △ 3.5
17年 3月期 405 - 1,721.28 - 4.8 11.9 4.8
(注)①期中平均株式数（連結）    18年 3月期 241,109 株   17年 3月期 235,520株
     ②会計処理の方法の変更　　 無
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を表示しています。
     ④潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

(2)配当状況
１株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本

中　　間 期　　末 （年　　間） 配当率
円　　銭 円　　銭 円　　銭 百万円 ％ ％

18年 3月期 0　　00 0　　00 0 　00 － － －
17年 3月期 0　　00 0　　00 0 　00 － － －

(3)財政状態
      　  総  資  産        　株  主  資 本      　株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭　
18年 3月期 29,490 23,994 81.4 93,905 22
17年 3月期 15,696 8,679 55.3 36,851 10
(注)①期末発行済株式数    18年 3月期 255,520 株   17年 3月期 235,520 株
     ②期末自己株式数        18年 3月期 　　　　0 株   17年 3月期 　　　   0 株

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　 １株当たり年間配当金

中　　間 期　　末
百万円 百万円 百万円 円　　銭 円　　銭 円　　銭

中間期 18,700 △ 600 △ 500 0 　00
通　　期 39,500 △ 500 △ 100 0　　00 0 　00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）              △391円   36銭

上記の予想の前提条件その他に関する事項につきましては、
2.　経営方針並びに経営成績及び財政状態　（３）通期の業績見通し　をご参照ください。
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４．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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  148 17,545  

２ 受取手形  2 －  

３ 売掛金 *2 3,487 4,033  

４ たな卸資産  176 210  

５ 前払費用  223 248  

６ 繰延税金資産  456 311  

７ 短期貸付金  71 72  

８ 関係会社短期貸付金  1,546 1,205  

９ 預け金  6,779 －  

10 未収入金  323 617  

11 その他  5 6  

12 貸倒引当金  △1,631 △1,010  

流動資産合計  11,588 73.8  23,242 78.8

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 *1   

建物  58 81  

器具・備品  105 157  

有形固定資産合計  163 1.1 239  0.8

(2) 無形固定資産    

１ 営業権  526 263  

２ 特許権  10 7  

３ 商標権  1 10  

４ ソフトウェア  1,511 1,978  

５ その他  106 86  

無形固定資産合計  2,156 13.7 2,345  8.0

 



 
 

 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％）

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  319 649  

２ 関係会社株式  339 2,292  

３ 関係会社出資金  － 1  

４ 長期貸付金  164 94  

５ 長期前払費用  134 80  

６ 繰延税金資産  519 21  

７ 敷金・保証金  429 586  

８ 貸倒引当金  △119 △64  

投資その他の資産合計  1,786 11.4 3,662  12.4

固定資産合計  4,107 26.2  6,247 21.2

資産合計  15,696 100.0  29,490 100.0

    



 
 

 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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  2,308 2,982  

２ 未払金 *2 1,711 97  

３ 未払費用 *2 1,820 1,463  

４ 未払法人税等  564 15  

５ 前受金  25 380  

７ 預り金  24 20  

５ 賞与引当金  221 210  

６ その他の引当金  33 54  

７ その他 *2 143 74  

流動負債合計  6,853 43.7  5,298 18.0

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  110 123  

２ 役員退職慰労引当金  48 73  

３ その他  4 0  

固定負債合計  164 1.0  196 0.6

負債合計  7,017 44.7  5,495 18.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 *3 5,245 33.4  7,965 27.0

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  4,764 8,463  

資本剰余金合計  4,764 30.4  8,463 28.7

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

特別償却準備金  262 －  

２ 当期未処分利益または当期未
処理損失（△） 

 △1,620 7,540  

利益剰余金合計  △1,358 △8.7  7,540 25.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  26 0.2  24 0.1

資本合計  8,679 55.3  23,994 81.4

負債・資本合計  15,696 100.0  29,490 100.0

    

 
 



 
 

(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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    

１ 事業収入  34,036 34,101  

２ 商品売上  1,185 35,221 100.0 1,663 35,764 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 事業原価  18,757 20,239  

２ 商品売上原価  1,040 19,797 56.2 1,415 21,654 60.5

売上総利益  15,423 43.8  14,109 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 広告宣伝費  1,027 1,191  

２ 販売促進費  1,460 1,642  

３ 販売手数料  620 1,309  

４ ロイヤルティ  493 446  

５ 報酬・給与  2,050 2,175  

６ 業務委託費  3,357 3,478  

７ 通信費  369 451  

８ 賃借料  774 720  

９ 支払手数料  1,463 1,391  

10 減価償却費  305 433  

11 賞与引当金繰入額  185 147  

12 貸倒引当金繰入額  2 0  

13 退職給付引当金繰入額  22 20  

14 役員退職慰労引当金繰入額  16 24  

15 ポイント引当金繰入額  － 21  

16 その他  1,249 13,399 38.1 1,518 14,971 41.9

営業利益または営業損失（△）  2,024 5.7  △861 △2.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  9 13  

２ 受取配当金  50 5  

３ 受取コミッション  3 8  

４ イベント協賛金  － 11  

５ 加入促進契約金  47 －  

６ その他  15 126 0.4 25 63 0.2

    

 



 
 

 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％）

Ⅴ 営業外費用    

１ 貸倒引当金繰入額  219 329  

２ リース中途解約金  91 11  

３ 固定資産除却損  90 68  

４ 新株発行費  － 43  

５ その他  44 446 1.3 8 460 1.3

経常利益または経常損失（△）  1,705 4.8  △1,258 △3.5

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  － 16  

２ 関係会社株式売却益  3,142 18,435  

３ 貸倒引当金戻入益  － 53  

４ 固定資産売却益  25 3,167 9.0 － 18,506 51.7

Ⅵ 特別損失    

１ 投資有価証券評価損  972 66  

２ 関係会社株式評価損  166 512  

３ 固定資産臨時償却費 *1 13 96  

４ 貸倒引当金繰入額  1,160 －  

５ 事業所整理による損失 *2 75 －  

６ 転籍一時金 *3 － 2,389 6.7 77 752 2.1

税引前当期純利益  2,482 7.1  16,495 46.1

法人税、住民税及び事業税  2,056 6,953  

法人税等調整額  20 2,077 5.9 643 7,596 21.2

当期純利益  405 1.2  8,898 24.9

前期繰越損失  2,026  1,358 

当期未処分利益または当期未
処理損失（△） 

 △1,620  7,540 

    

 



 
 

(3) 利益処分案および損失処理案 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

当期未処分利益（未処理損失） △1,620 7,540 

任意積立金取崩額   

特別償却準備金取崩額 262 － 

計 △1,358 7,540 

これを次のとおり処分（処理）いたします。   

次期繰越利益（損失） △1,358 7,540 

   

 



 
 

 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 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 

(2) 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 

 移動平均法による時価法 

(1) 子会社株式および関連会社株式

同左 

(2) 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 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組

合およびこれに類する組合へ

の出資（証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ています。 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 商品 

移動平均法による原価法 

(2) 番組勘定 

個別法による原価法 

(3) 貯蔵品 

終仕入原価法 

(1) 商品 

移動平均法による原価法 

(2) 仕掛品および番組勘定 

個別法による原価法 

(3) 貯蔵品 

終仕入原価法 

３ 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 

 



 
 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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 

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、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。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (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。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (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。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 



 
 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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。 

(5) ポイント引当金 

同左 

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) 連結納税制度の適用 

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。 

(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。 

 



 
 

注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額  550百万円 *1 有形固定資産の減価償却累計額  514百万円 

*2 関係会社に対する資産・負債 

売掛金 2,979百万円

未払金 1,628百万円

未払費用 266百万円
 

*2 関係会社に対する資産・負債 

その他（前受金） 376百万円
 

*3 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数    普通株式 819,200株

発行済株式数   普通株式 235,520株
 

*3 授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数    普通株式 942,080株

発行済株式数   普通株式 255,520株
 

 4 資本の欠損の額は1,358百万円です。 ――――― 

 5 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
 

 5 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 40百万円 

 6 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は26

百万円です。 

 6 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は24

百万円です。 

 
 



 
 

（損益計算書関係） 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

*1 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。 

*1 固定資産臨時償却費は器具・備品0百万円およ

びソフトウェア96百万円によるものです。 

*2 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。 

――――― 

――――― *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。 

 
 
（有価証券関係） 
前事業年度（平成 17 年３月 31 日） 

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 

 
当事業年度（平成 18 年３月 31 日） 

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 130 98,830 98,700 

関連会社株式 145 31,912 31,766 

 
 



 
 

（税効果会計関係） 
当事業年度（平成 18 年３月 31 日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 (単位：百万円) 

(1) 流動資産  

  繰延税金資産  

 貸倒引当金 400 

 賞与引当金 85 

  棚卸資産評価損 25 

 その他       44 

  繰延税金資産小計      555 

  評価性引当額 △   243 

  繰延税金資産合計      311 

(2) 固定資産  

  繰延税金資産  

 税務上の繰越欠損金 359 

 投資有価証券評価損 442 

 関係会社株式評価損 780 

 その他      207 

  繰延税金資産小計    1,788 

  評価性引当額 △ 1,714 

  繰延税金資産合計 74 

  繰延税金負債  

 連結納税離脱による調整額 △    35 

 有価証券評価差額金 △    17 

  繰延税金負債合計 △    52 

  繰延税金資産の純額       21 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該

差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 (単位：％) 

法定実効税率 40.7 

（調 整）  

   評価性引当金の増減  5.6 

営業権償却費   0.6 

当期税額控除額 △  1.0 

外形標準課税 △  0.4 

その他     0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    46.4 

 
 
 
 
 



 
 

（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当り純資産額 36,851円10銭 93,905円22銭 

１株当たり当期純利益 1,721円28銭 36,906円30銭 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益 405百万円 8,898百万円 

普通株主に帰属しない金額 － 百万円 － 百万円 

普通株式に係る当期純利益 405百万円 8,898百万円 

普通株式の期中平均株式数 235,520株 241,109株 

 
 
（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

子会社株式の売却 

当社は、平成17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、平成17年６月６日売却

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 

売却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、平成17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、平成17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

子会社との合併 

当社は、平成18年４月12日開催の取締役会にお

いて、100％子会社㈱ウェブポケットを吸収合併

すること決議し、同日合併契約書を締結しまし

た。 

事業内容 

オンライン上のデータストレージサービ  

ス 

合併の形式 

当社を存続会社とする吸収合併とし、合併

による新株の発行および資本金の増加は行

いません。 

合併の期日 

平成18年６月１日 

財産の引継 

合併期日において㈱ウェブポケットの資

産・負債および権利義務一切を引き継ぎま

す。 

なお、㈱ウェブポケットの平成18年３月31

日現在の財政状態は次のとおりです。 

 資産合計     394百万円 

 負債合計     410百万円 

 資本合計     △15百万円 

 


