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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 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）  １社 
    持分法  （新規）  １社   （除外）  －社 
      2006年６月１日付で当社と合併した㈱ウェブポケットを連結の範囲から除外しました。 
      2006年６月１日に子会社となったMDLinx, Inc.を連結の範囲に含めています。 

      2006年４月20日付で増資を引受けた㈲ADSグローバルパートナーズを持分法の範囲に含めました。 
 ④ 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。 
 
２．2007年３月期第１四半期財務・業績の概況（2006年４月１日～2006年６月30日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                   （金額は百万円未満を切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益  四半期（当期） 
純  利  益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

2007年３月期第１四半期 11,051 － 127 － 158 － △113 －

2006年３月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）2006年３月期 42,310 7.7 643 △75.5 832 △67.2 10,518 156.1

 

 １株当り四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当り四半期 
（当期）純利益 

 円     銭 円     銭

2007年３月期第１四半期 △444 03 －

2006年３月期第１四半期 －  －

（参考）2006年３月期 43,604 84 －

（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なっていますので、2006年３月期第１四半期実績および対前年同

四半期増減率は表示していません。 

２．期中平均株式数（連結）2007年３月期第１四半期255,520株 2006年３月期第１四半期   －株 2006年３月期 241,109株 

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

 

(2)  連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 

当第1四半期連結会計期間(2006年4月1日～2006年6月30日)は、第1四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。 

 

2007年3月期第1四半期における我が国経済は、原油や金属等の原材料高などの要因はあるものの、

大企業を中心として旺盛な設備投資意欲とともに雇用状況の改善が見込まれ、個人消費の底堅さも

あり、景況感は堅調に推移いたしました。 

 

インターネット分野においては、2006年3月末におけるブロードバンドサービスの契約数は、

2,330万となり、そのうちFTTHの契約数は、546万となるなど、市場としては拡大傾向が続いていま

す。 



 

このような事業環境のもと、当四半期における接続事業は、前期に引き続きFTTHを中心とした会

員獲得を積極的に行い、第1四半期末の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（69万人）より20万人（29％）増加の89万人（前期末からは6万人増）となりました。一方、キ

ャンペーンの継続、So-net ADSLからの乗り換え、ナローバンド会員数減少等の影響がありました

が、前期に獲得した会員からの課金収入が収益に貢献いたしました。 

この結果、当第1四半期の売上高は、75億61百万円となり、売上高に占める割合は68.4％となり

ました。 

ポータル事業では、So-net SNS（ソネット ソーシャルネットワーキングサービス）やSo-net Photo

（ソネットフォト）等の新規サービスを提供するとともに、従前のコンテンツやEC商品に関して利

益率の観点から「集中と選択」により見直しを行い、より採算性を重視することといたしました。

また、トップページおよび各ジャンルページをリニューアルしたことにより、ページビューが向上

し、広告の売上等が好調に推移いたしております。 

この結果、当第1四半期の売上高は、34億90百万円となり、売上高に占める割合は31.6％となり

ました。 

この結果、当第1四半期の売上高全体では、110億51百万円となりました。 

 

なお、So-net会員数は、前年同期末から64万人増の315万人（前期末からは12万人増）となりま

した。 

 

営業利益は、1億27百万円となりました。 

これは、ナローバンド会員数減少による利益の減少を、前期より新規会員の獲得を行ってきた

FTTHを中心としたブロードバンド会員による利益の増加により、その一部を補ったこと、ならびに

コンテンツ、コールセンター、エンジニアリング関連の業務見直しに伴う業務委託費の減少等によ

るものです。 

また、子会社のソネット・エムスリー㈱は、顧客企業の増加に伴い利益が増加いたしました。 

 

経常利益は、1億58百万円となりました。 

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

投資利益や受取利息等によるものです。 

 

四半期純利益は、1億13百万円の損失となりました。 

これは、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が1億82百万円となり、また、

少数株主利益がソネット・エムスリー(株)の利益の増加により95百万円となったことによるもので

す。 

 

 

分野別売上高概況 

第１四半期（2006年６月30日に終了した３ヵ月間）(注) 

 
2006年3月期 

第１四半期 
構成比（％）

2007年3月期 

第１四半期 
構成比（％） 前年同期比（％）

接続事業 － － 7,561 68.4    － 

ポータル事業 － － 3,490 31.6 － 

計 － － 11,051 100.0 － 

(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、2006年３月期第１四半期の実績および構成

比、前年同期比は表示していません。 

（単位：百万円）



 

(3) 連結財政状態の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当り純資産 

 百万円 百万円 ％ 円     銭

2007年３月期第１四半期 38,232 30,810 75.2 112,533 59 

2006年３月期第１四半期 － － － －

（参考）2006年３月期 38,887 28,991 74.6 113,442 74 

(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いますので、2006年３月期第１四半期の実績は表示して

いません。 

2. 期末発行済株式数（連結） 

2007 年 3月期第 1四半期 255,520 株 2006 年 3月期第 1四半期 － 株 2006 年 3月期 255,520 株 

     

 
 
(4) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業 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

財務 活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円 

2007年３月期第１四半期 △445 △1,755 － 15,449 

2006年３月期第１四半期 － － － － 

（参考）2006年３月期 △8,254 8,837 6,375 17,640 

(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いますので、2006年３月期第１四半期の実績は表示してい

ません。 

 

(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１四半期末の総資産は 382 億 32 百万円となり、前年度末と比べて 6億 55百万円減少しまし
た。これは、主として現金及び預金が 21億 91 百万円減少したことによるものです。 
一方、当第１四半期末の負債は、主として法人税等の支払により未払法人税等が減少したため、

5 億 18百万円減少し、74億 21 百万円となりました。 
純資産は、四半期純損失の計上により、308 億 10 百万円となりました。 
なお、当第１四半期連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基
準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しているため、純
資産の部に少数株主持分 20 億 55 百万円が含まれています。 

 
連結キャッシュ・フロー 

 
当第 1 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４億 45 百万円の減少、投資

活動において 17億 55 百万円の減少、財務活動において増減がなかったことから、前年度末に比べ
て 21 億 91 百万円減少し、当第１四半期末には 154 億 49 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１四半期は４億 45 百万円の減少となりました。こ

れは、当第１四半期では税金等調整前当期純利益１億 65 百万円を計上したにもかかわらず、法人
税等の支払が 5 億 93 百万円発生したこと等により、当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・
フローは減少となりました。なお、当第１四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２億 38百万円、のれん償却額１億 24百万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１四半期は 17 億 55 百万円の減少となりました。こ

れは、主として新規連結子会社MDLinx, Inc.を買収したことによる支出７億93百万円によるもの、
および㈲ADS グローバルパートナーズに対する出資４億円によるものです。 



 
（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１四半期にはありませんでした。 

 

 

 
３．2007 年 3月期の連結業績予想（2006 年 4月 1 日～2007 年 3月 31 日） 
 
(1) 連結業績予想 
 
当社の 2007 年 3月期（2006 年 4月 1日から 2007 年 3月 31 日まで）の業績見通し（連結・単独）

は、当初の見込み通り業績が進捗しているため、2006 年 4月 25 日に発表した下記の内容から変更
ありません。 
  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当り予想
当期純利益 

連 結 業 績（中間期） 23,000 300 200 △400 - 
連 結 業 績（通 期） 48,000 1,400 1,300 400 1,565.44 

  
 なお、上記見通しの前提条件は、以下のとおりです。 
■So-net 会員数は、2007 年 3月末時点で 325 万人（2006 年 3月末比+7.1％）を見込んでいます。 
■上記のうち、ブロードバンド会員数は、100 万人（同 +20.1％）を見込んでいます。 
■接続事業（連結）は、313 億円（前年度比+12.7％）の売上を見込んでおります。会員獲得競
争がさらに激化することを想定していますが、前年度に新規獲得したブロードバンド会員の課
金収入が売上に計上されてくるものと見込んでいます。 

■ポータル事業（連結）は、167 億円（前年度比+14.8％）の売上を見込んでいます。SCN 単体の
事業について「集中と選択」により採算性を改善いたします。 

■営業利益（連結）は、前年度に獲得したブロードバンド会員からの収入の計上、ポータル事業
の収益改善により 14億円を見込んでいます。 

 
なお、上記を含む予想数値は、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おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場
合があることを予めご承知おきください。 
 
 

 
 
 



 
 

 

４．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末

（2006年６月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（2006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  21,449 23,640

２ 受取手形及び売掛金  4,598 4,530

３ たな卸資産  250 249

４ その他  2,184 1,900

５ 貸倒引当金  △68 △69

流動資産合計  28,414 74.3 30,252 77.8

Ⅱ 固定資産  

(1) 有形固定資産 *1 345 0.9 327 0.8

(2) 無形固定資産  

１ ソフトウェア  2,025 2,099

２ 連結調整勘定  － 971

３ のれん  1,754 －

４ その他  136 3,916 10.3 176 3,246 8.4

(3) 投資その他の資産  

１ 投資有価証券  4,156 4,247

２ その他  1,451 878

３ 貸倒引当金  △51 5,556 14.5 △64 5,060 13.0

固定資産合計  9,817 25.7 8,635 22.2

資産合計  38,232 100.0 38,887 100.0

  

 
 



 
 

 

 

  
当第１四半期連結会計期間末

（2006年６月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（2006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  3,455 3,313

２ 未払費用  1,705 1,670

３ 未払法人税等  207 597

４ 賞与引当金  63 245

５ その他の引当金  258 219

６ その他  1,066 1,090

流動負債合計  6,757 17.7 7,137 18.3

Ⅱ 固定負債  

１ 退職給付引当金  131 130

２ 役員退職慰労引当金  36 73

３ その他  497 599

固定負債合計  664 1.7 803 2.1

負債合計  7,421 19.4 7,940 20.4

  

（少数株主持分）  

少数株主持分  － － 1,955 5.0

  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  － － 7,965 20.5

Ⅱ 資本剰余金  － － 8,463 21.8

Ⅲ 利益剰余金  － － 12,251 31.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 303 0.8

Ⅴ 為替換算調整勘定  － － 6 0.0

資本合計  － － 28,991 74.6

負債、少数株主持分及び資本合計  － － 38,887 100.0

  

 



 
 

 

 

  
当第１四半期連結会計期間末

（2006年６月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（2006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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  7,965 20.8 － －

２ 資本剰余金  8,463 22.2 － －

３ 利益剰余金  12,133 31.7 － －

株主資本合計  28,563 74.7 － －

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券評価差額金  192 0.5 － －

２ 為替換算調整勘定  △1 0.0 － －

評価・換算差額等合計  190 0.5 － －

Ⅲ 少数株主持分  2,055 5.4 － －

純資産合計  30,810 80.6 － －

負債および純資産合計  38,232 100.0 － －

  

 



 
 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

  
当第１四半期連結会計期間
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 2005年４月１日 
至 2006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  11,051 100.0 42,310 100.0

Ⅱ 売上原価  6,397 57.9 25,105 59.3

売上総利益  4,654 42.1 17,205 40.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *1 4,527 40.9 16,561 39.2

営業利益  127 1.2 643 1.5

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  3 16

２ 受取配当金  － 5

３ 為替差益  20 7

４ 持分法投資利益  55 259

５ 受取和解金  16 －

６ その他  7 104 0.9 55 345 0.8

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  － 0

２ 固定資産除却損  25 69

３ リース中途解約金  11 11

４ 新株発行費  － 57

５ 商品廃棄損  33 －

６ その他  2 73 0.7 18 156 0.3

経常利益  158 1.4 832 2.0

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券売却益  － 17,812

２ 持分変動益  1 825

３ 貸倒引当金戻入益  13 15 0.2 53 18,691 44.1

   



 
 

 

 

  
当第１四半期連結会計期間
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 2005年４月１日 
至 2006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  4 66

２ 持分変動損  3 15

３ 固定資産臨時償却費 *2 － 96

４ 転籍一時金 *3 － 8 0.1 77 255 0.6

税金等調整前四半期（当期）純
利益 

 165 1.5 19,268 45.5

法人税、住民税及び事業税  168 7,722

法人税等調整額  14 182 1.7 656 8,379 19.8

少数株主利益  95 0.8 370 0.8

四半期純損失または当期純利
益 

 △113 △1.0 10,518 24.9

  

 
 



 
 

 

(3) 四半期連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   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 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,733 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

四半期（当期）純利益  10,518 10,518 

Ⅲ 利益剰余金四半期末（期末）残高   12,251 

    

 



 
 

 

(4) 四半期連結株主資本等変動計算書 
  当第１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30日） 

（単位：百万円） 
 株主資本 

 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2006 年３月 31日残高 7,965 8,463 12,251 28,681

第１四半期連結会計期間中の変動額  

利益処分による役員賞与  △4 △4

当期純利益  △113 △113

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額（純額） 
 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計 － － △117 △117

2006 年６月 30日残高 7,965 8,463 12,133 28,563

 
 
 評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

少数株主持分 純資産合計

2006 年３月 31日残高 303 6 309 1,955 30,946

第１四半期連結会計期間中の変動額  

利益処分による役員賞与  △4

当期純利益  △113

株主資本以外の項目の第１四半期連結

会計期間中の変動額（純額） 
△111 △7 △118 100 △18

第１四半期連結会計期間中の変動額合計 △111 △7 △118 100 △136

2006 年６月 30日残高 192 △1 190 2,055 30,810

 



 
 

 

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 2005年４月１日 
至 2006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  165 19,268 

減価償却費  238 905 

固定資産臨時償却費  － 96 

のれん償却額  124 － 

連結調整勘定償却額  － 288 

持分変動益  △1 △825 

持分変動損  3 15 

持分法による投資利益  △55 △259 

投資有価証券評価損  4 66 

投資有価証券売却益  － △17,812 

新株発行費  － 57 

賞与引当金の減少額  △184 △7 

貸倒引当金の減少額  △14 △55 

その他の引当金の増加額  2 108 

受取利息及び受取配当金  △3 △21 

支払利息  － 0 

為替差益  △22 △7 

固定資産除却損  25 69 

売上債権の（増加）減少額  26 △693 

たな卸資産の増加額  △0 △36 

その他流動資産の増加額  △169 △490 

仕入債務の増加額  132 727 

未払費用の減少額  △130 △328 

その他流動負債の増加（減少）額  10 △49 

役員賞与の支払額  △7 － 

その他  － 0 

 小計  144 1,017 

    

 



 
 

 

  

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 2005年４月１日 
至 2006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  3 21 

利息の支払額  － △0 

法人税等の支払額  △593 △9,292 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △445 △8,254 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  － △6,000 

投資有価証券の取得による支出  △40 △1,468 

投資有価証券の売却による収入  － 18,518 

有形固定資産の取得による支出  △81 △198 

有形固定資産の売却による収入  － 9 

無形固定資産の取得による支出  △217 △1,332 

敷金・保証金の支払による支出  △76 △327 

敷金・保証金の返還による収入  0 103 

長期前払費用の支払による支出  △11 △22 

新規連結子会社の株式取得による収入  － 30 

新規連結子会社の株式取得による支出  △793 △237 

貸付けによる支出  △48 △323 

貸付金の回収による収入  18 86 

その他投資の取得による支出  △504 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,755 8,837 

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  － 6,375 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 6,375 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  10 41 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（減少）額  △2,191 7,000 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  17,640 10,640 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高 

*1 15,449 17,640 

    

 
 



 
 

 

 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１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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、

MDLinx, Inc.、Medi C&C Co., 

Ltd.、㈱ゼータ・ブリッジの７

社です。 

なお、MDLinx, Inc.は、当第１

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。 

また、㈱ウェブポケットは、当

第１四半期連結会計期間におい

て当社と合併しました。 

(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.、㈱ゼータ・

ブリッジ、㈱ウェブポケットの

７社です。 

なお、Medi C&C Co., Ltd.、㈱

ゼータ・ブリッジ、㈱ウェブポ

ケットは、当連結会計年度にお

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。 

 (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、

㈱Sentivision、㈱エニグモ、㈲

ADSグローバルパートナーズの

５社です。 

なお、㈲ADSグローバルパートナ

ーズは、当第１四半期連結会計

期間において重要性が増したこ

とから、持分法の適用範囲に含

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、

㈱Sentivision、㈱エニグモの４

社です。 

なお、㈱Sentivision、㈱エニグ

モは当連結会計年度において新

たに株式を取得して関連会社と

なったことから持分法を適用し

ています。 

 (2) 持分法の適用から除外した関連

会社はありません。 

(2) 持分法を適用していない関連会

社㈲ADSグローバルパートナー

ズは、当期純利益（持分に見合

う額）および利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲か

ら除外しています。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 (3) 持分法適用会社のうち、第１四

半期決算日が第１四半期連結決

算日と異なる会社については、

第１四半期連結決算日現在で実

施した仮決算にもとづく財務諸

表を使用しています。 

(3) 持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につ

いては、連結決算日現在で実施

した仮決算にもとづく財務諸表

を使用しています。 

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、MDLinx, Inc.

の第一四半期決算日は、３月31日で

す。 

 第１四半期連結財務諸表の作成に

当って、MDLinx, Inc.については第

１四半期連結決算日現在で実施した

仮決算にもとづく財務諸表を使用し

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。 

 なお、Medi C&C Co., Ltd.は、当

連結会計年度において決算日を12月

31日から３月31日に変更していま

す。 

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１四半期連結決算日の

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 

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。 

(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 

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。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 (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 

 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 

同左 

 (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１四半

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。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 (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１四半期末

自己都合要支給額にもとづき、当

第１四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１四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 

 当社においては従業員の退職

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、一部の海外連結

子会社においては、現地国の法令

にもとづく当連結会計年度末要

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、内規にもとづく第１四

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１四半期連結会計期

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１四半期連結

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) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、第１四半

期連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しています。なお、在外子会

社等の資産および負債は、第１四半

期連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益および費用は期

中平均為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分および

為替換算調整勘定に含めて計上して

います。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

います。なお、在外子会社等の資産

および負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益お

よび費用は期中平均為替相場により

円貨に換算し、換算差額は少数株主

持分および為替換算調整勘定に含め

て計上しています。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

(5) 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 

(6) 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。 

  (ⅱ) ヘッジ手段 

 為替予約取引 

  (ⅲ) ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務 

  (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。 

  (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。 

(7) 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 

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

は当社の株式公開により、ソニー

㈱の完全子会社ではなくなった

ことから、2005年12月20日をもっ

て、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。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

５ 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

金および容易に換金可能であり、か

つ、価格の変動について僅少なリス

クしか負わない、取得日から３ヵ月

以内に満期が到来する短期投資から

なっています。 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金、預け金および容易に換金可能で

あり、かつ、価格の変動について僅

少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヵ月以内に満期が到来する短期

投資からなっています。 

 
 



 
 

 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

――――― 

 当第１四半期連結会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しています。なお、従来の

資本の部に相当する金額は28,754百万円です。 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「株主資本等変

動計算書に関する会計基準」（企業会計基準第６

号 平成17年12月27日）および「株主資本等変動

計算書に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第９号 平成17年12月27日）を適用

しています。 

（企業結合に係る会計基準および事業分離等に関

する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「企業結合に係

る会計基準」（平成15年10月31日）および「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成17年12月27日）ならびに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）

を適用しています。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号 平成17年12月27日）ならびに「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成17年12月27日）

を適用しています。 

 



 
 

 

注記事項 
（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（2006年６月30日） 

前連結会計年度末 
（2006年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額  616百万円 *1 有形固定資産の減価償却累計額  572百万円 

 2 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 39百万円
 

 2 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 40百万円
  

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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 669百万円

業務委託費 843百万円

広告宣伝費 587百万円

販売促進費 478百万円

賞与引当金繰入額 36百万円

ポイント引当金繰入額 47百万円
 

*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 2,641百万円

業務委託費 3,631百万円

広告宣伝費 1,329百万円

販売促進費 1,893百万円

賞与引当金繰入額 164百万円

ポイント引当金繰入額 60百万円
 

――――― *2 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。 

 *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。 

 



 
 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 
 当第１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
  １ 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数 
当四半期連結会計
期間増加株式数 

当四半期連結会計
期間減少株式数 

当四半期連結会計
期間末株式数 

発行済株式     

普通株式 255,520株 － － 255,520株 

自己株式     

普通株式 － － － － 

 
  ２ 新株予約権および自己新株予約権に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
  ３ 剰余金の配当に関する事項 
    該当事項はありません。 
 
 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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 

（2006年６月30日現在） （2006年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 21,449百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 
△6,000百万円

現金及び現金同等物 15,449百万円
  

  
現金及び預金勘定 23,640百万円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 
△6,000百万円

現金及び現金同等物 17,640百万円
  

 



 
 

 

（リース取引関係） 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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 2,690 1,578 22 1,090 

ソフトウェア 1,541 893 351 295 

合計 4,231 2,471 374 1,386 

  

 

 

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 3,309 2,087 24 1,197

ソフトウェア 1,683 998 407 277

合計 4,993 3,085 432 1,475

  
(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 831百万円

１年超 975百万円

 合計 1,807百万円
  

リース資産減損勘定の残高 374百万円
  

  
１年内 896百万円

１年超 1,057百万円

 合計 1,953百万円
  

リース資産減損勘定の残高 432百万円
  

(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 267百万円

リース資産減損勘定の取崩額 58百万円

減価償却費相当額 253百万円

支払利息相当額 11百万円

減損損失 －百万円
  

  
支払リース料 1,123百万円

リース資産減損勘定の取崩額 127百万円

減価償却費相当額 1,059百万円

支払利息相当額 47百万円

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 0百万円

１年超 0百万円

 合計 1百万円
  

  
１年内 0百万円

１年超 0百万円

 合計 1百万円
  

 



 
 

 

（有価証券関係） 
 当第１四半期連結会計期間末（2006 年６月 30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 108 432 323 

合計 108 432 323 

 
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） 

市場価格のない株式 560 
その他有価証券 

投資事業有限責任組合 99 

合計 660 

 
 前連結会計年度末（2006 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 108 619 511 

合計 108 619 511 

 
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） 

市場価格のない株式 525 
その他有価証券 

投資事業有限責任組合 99 

合計 624 

 
 
（デリバティブ取引関係） 
 当第１四半期連結会計期間末（2006 年６月 30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（2006 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。 

 
 



 
 

 

（セグメント情報） 
１ 事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
 前連結会計年度（自 2005 年４月１日 至 2006 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１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
 前連結会計年度（自 2005 年４月１日 至 2006 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１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
 前連結会計年度（自 2005 年４月１日 至 2006 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。 

 
 
 



 
 

 

（ストック・オプション関係） 
 当第１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
  当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容、規模および単価情報 
 ソネット・エムスリー㈱ 

第８回新株予約権 

㈱ゼータ・ブリッジ 

第１回新株予約権 

決議年月日 2006年４月24日 2006年４月21日 

付与対象者の区分および人

数 

同社子会社取締役      １名

同社使用人         ５名

同社取締役         １名

同社使用人         ５名

ストック・オプションの数 

（注） 
普通株式          90株 普通株式          900株

付与日 2006年４月24日 2006年４月28日 

権利確定条件 

権利確定日（権利行使期間の初日以

降）において、同社もしくは同社の

子会社等の役員または使用人のいず

れの地位を有していること。 

該当事項はありません。 

対象勤務期間 2006年４月24日～2008年４月23日 該当事項はありません。 

権利行使期間 

2008年４月24日～2015年５月31日 

ただし権利確定後退職（退任）した

場合は、退職（退任）日より６ヶ月

以内まで行使可能。 

2008年３月22日～2016年３月21日 

 

権利行使条件 

①各新株予約権の一部行使はできな

いものとします。 

②これらの詳細条件およびその他の

条件については、定時株主総会決議

および取締役会決議に基づき、同社

と新株予約権の割当を受けるものと

の間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるものとします。 

①権利行使時において、同社もしく

は同社の子会社等の役員または使用

人のいずれの地位を有しているこ

と。ただし任期満了による退任また

は定年退職その他正当な理由がある

場合は、この限りではありません。

②権利行使期間中で、且つ同社が株

式上場もしくは公開している場合に

権利を行使できます。 

③行使日の前日の証券取引所におけ

る同社株式の終値が１株あたりの行

使金額を上回る場合に権利を行使で

きます。 

④一暦年間に割当を受けた新株予約

権総数の１/３を超えない株数の権

利を行使できるものとします。 

⑤新株予約権の譲渡・質入その他の

処分は認めません。 

権利行使価格 547,546円 50,000円 

権利行使時の平均株価 － － 

付与日における公正な評価

単価 
－ － 

（注） 株式数に換算しています。 
 
 



 
 

 

（企業結合会計） 
 当第１四半期連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 
 （パーチェス法適用関係） 

１ 企業結合の概要 
     被取得企業の名称 MDLinx, Inc. 
     被取得企業の事業の内容 医療従事者向けウェブサイトの運営 
     企業結合を行った主な理由 米国における事業展開のため 
     企業結合日 2006 年６月１日 
     企業結合の法的形式 当社子会社 So-net M3 USA Corporation による株式取得 
     結合後企業の名称 MDLinx, Inc. 
     取得した議決権比率 100％ 

２ 四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 
     自 2006 年６月１日 至 2006 年６月 30日 

３ 被取得企業の取得原価およびその内訳 
    (1) 被取得企業の取得原価 1,011 百万円 
    (2) 取得原価の内訳 
       株式取得費用                      980 百万円 
       株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等） 30 百万円 
       全て現金で支出しています。 

４ 発生したのれんの金額等 
    (1) のれんの金額 843 百万円 
    (2) 発生原因  

 MDLinx, Inc.の今後の事業展開によって期待される将来の収益力およびその基
盤となる MDLinx, Inc.の運営するサイトに登録している会員価値に関連して発生
したもの。 

    (3) 償却方法および償却期間  
 のれんの償却については、20年間で均等償却しています。 

５ 企業結合日に受入れた資産および引受けた負債の額ならびにその主な内訳 
      流動資産      352 百万円 
      固定資産       16 百万円 
      資産計       369 百万円 
      流動負債      201 百万円 
      負債計       201 百万円 

６ 取得原価の配分 
 繰延税金資産等の項目において、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合
理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了して
いません。 

７ 当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当第１四半期連結会計期間の売上
高等の概算額 

      売上高      11,113 百万円 
      営業利益      △33 百万円 
      経常利益       △1百万円 
      当期純利益     △211 百万円 

（注） なお、上記金額にはオーナーシップの変更に伴って発生した一時的な費用
（約 167 百万円）が含まれています。 
上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありま
せん。また、実際に出資が期首時点で行われた場合の連結会社の経営成績
を示すものではありません。 

 
 
 



 
 

 

（１株当たり情報） 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

１株当たり純資産額 112,533円59銭 113,442円74銭 

１株当たり四半期（当期）純損益金額 △444円03銭 43,604円84銭 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純損益金額については、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）純損益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 
当第１四半期連結会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

四半期（当期）純損益金額 △113百万円 10,518百万円 

普通株主に帰属しない金額 － 百万円 4百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） ( － 百万円) (   4百万円) 

普通株式に係る四半期（当期）純損益 △113百万円 10,513百万円 

普通株式の期中平均株式数 255,520株 241,109株 

 
 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 

 

 



2006年7月25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 (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　 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無
　③　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。

２．2007年３月期第１四半期財務・業績の概況（2006年４月１日～2006年６月30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 ％

2007年3月期第1四半期 ( －) ( －) ( －) ( －)
2006年3月期第1四半期 ( －) ( －) ( －) ( －)
（参考）2006年３月期 ( －) ( －) ( －) ( －)

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

2007年3月期第1四半期 69
2006年3月期第1四半期

（参考）2006年３月期 30
（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なっていますので、2006年３月期第１四半期実績

　　　　　および対前年同四半期増減率は表示していません。

 　　 ２．期中平均株式数　2007年３月期第１四半期 255,520株   2005年３月期第１四半期 　　－ 株   2006年３月期 241,109株

(2)　財政状態の変動状況

総　資　産 純　資　産 自己資本比率 １株当り純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2007年3月期第1四半期 73
2006年3月期第1四半期

（参考）2006年３月期 22
(注) 　期末発行済株式数　2007年３月期第１四半期 255,520株   2006年３月期第１四半期 　　－ 株   2006年３月期 255,520株

３．2007年３月期の業績予想（2006年４月１日～2007年３月31日）

百万円 百万円 百万円

中　　間　　期
通　　　　　期

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △391 円　36 銭

４．配当状況
１株当たり配当金

 2006年3月期 0 00  0 00  0 00  0 00  0 00  
 2007年3月期（実績） 0 00  － － － 0 00  
 2007年3月期（予想） － 0 00  0 00  0 00  0 00  

期末 年間

29,632
－ 

29,490

売上高

39,500  

第１四半期末 中間期末 第３四半期末

23,739
－ 

23,994

△ 943
－ 

36,906

△ 500  

当期純利益

売　上　高 営 業 利 益

92,905

93,905

80.1

81.4
－ 

35,764  
－ 　

9,444  

△ 100  

2007年３月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）

△ 213  
－ 　 － 　

△ 295  △ 241  
－ 　

経常利益

経 常 利 益 四半期（当期）純利益

△ 1,258  8,898  △ 861  

－ 

18,700  △ 600  △ 500  



 
 

 

４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（2006年６月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006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  17,039 17,545

２ 受取手形  1 －

３ 売掛金  3,959 4,033

４ たな卸資産  180 210

５ 短期貸付金  73 72

６ 関係会社短期貸付金  1,264 1,205

７ その他  1,407 1,184

８ 貸倒引当金  △1,028 △1,010

流動資産合計  22,897 77.3 23,242 78.8

Ⅱ 固定資産  

(1) 有形固定資産 *1 264 0.9 239 0.8

(2) 無形固定資産  

１ ソフトウェア  1,930 1,978

２ その他  620 367

無形固定資産合計  2,550 8.6 2,345 8.0

(3) 投資その他の資産  

１ 投資有価証券  620 649

２ 関係会社株式  1,992 2,292

３ その他  1,356 784

４ 貸倒引当金  △51 △64

投資その他の資産合計  3,918 13.2 3,662 12.4

固定資産合計  6,734 22.7 6,247 21.2

資産合計  29,632 100.0 29,490 100.0

  

 



 
 

 

 

  
当第１四半期会計期間末 
（2006年６月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006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  3,140 2,982

２ 未払金  85 97

３ 未払費用  1,599 1,463

４ 未払法人税等  12 15

５ 賞与引当金  32 210

６ その他の引当金  57 54

７ その他 *2 527 476

流動負債合計  5,454 18.4 5,298 18.0

Ⅱ 固定負債  

１ 退職給付引当金  123 123

２ 役員退職慰労引当金  36 73

３ その他  277 0

固定負債合計  437 1.5 196 0.6

負債合計  5,892 19.9 5,495 18.6

  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  － － 7,965 27.0

Ⅱ 資本剰余金  

資本準備金  － 8,463

資本剰余金合計  － － 8,463 28.7

Ⅲ 利益剰余金  

当期未処分利益  － 7,540

利益剰余金合計  － － 7,540 25.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － 24 0.1

資本合計  － － 23,994 81.4

負債・資本合計  － － 29,490 100.0

  



 
 

 

 

  
当第１四半期会計期間末 
（2006年６月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  7,965 26.9 － －

２ 資本剰余金  

資本準備金  8,463 －

資本剰余金合計  8,463 28.6 － －

３ 利益剰余金  

その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  7,298 －

利益剰余金合計  7,298 24.6 － －

株主資本合計  23,728 80.1 － －

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  10 －

評価・換算差額等合計  10 0.0 － －

純資産合計  23,739 80.1 － －

負債・純資産合計  29,632 100.0 － －

  

 
 



 
 

 

(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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  9,444 100.0 35,764 100.0

Ⅱ 売上原価 *5 5,664 60.0 21,654 60.5

売上総利益  3,780 40.0 14,109 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *5 3,994 42.3 14,971 41.9

営業損失  213 △2.3 861 △2.4

Ⅳ 営業外収益 *1 10 0.1 63 0.2

Ⅴ 営業外費用 *2 92 0.9 460 1.3

経常損失  295 △3.1 1,258 △3.5

Ⅵ 特別利益 *3 13 0.1 18,506 51.7

Ⅶ 特別損失 *4 48 0.5 752 2.1

税引前四半期純損失（△）また
は当期純利益 

 △329 △3.5 16,495 46.1

法人税、住民税及び事業税  5 6,953

過年度法人税等  △19 －

法人税等調整額  △75 △88 △0.9 643 7,596 21.2

四半期純損失（△）または当期
純利益 

 △241 △2.6 8,898 24.9

前期繰越損失  － △1,358

当期未処分利益  － 7,540

  

 
 
 



 
 

 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 
   当第１四半期会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

利益剰余金合計
株主資本合計

2006年３月31日残高 7,965 8,463 7,540 7,540 23,969

第１四半期会計期間中の変動額  

当期純利益  △241 △241 △241

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額） 
 

第１四半期会計期間中の変動額合計 － － △241 △241 △241

2006年６月30日残高 7,965 8,463 7,298 7,298 23,728

 
 
 

評価換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額

等合計 

純資産合計 

2006年３月31日残高 24 24 23,994

第１四半期会計期間中の変動額  

当期純利益  △241

株主資本以外の項目の第１四半期

会計期間中の変動額（純額） 
△14 △14 △14

第１四半期会計期間中の変動額合計 △14 △14 △255

2006年６月30日残高 10 10 23,739

 
 
 



 
 

 

 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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１四半期決算日の市場

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

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 近の決算額を基礎

とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっていま

す。 

(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 

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 近の決算額を基礎

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 

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 

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 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

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 

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。

３ 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１四半

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、第１四半期末自己都合要支給

額にもとづき、第１四半期会計期

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１四半

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。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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、第１四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。 

４ 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 

５ 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。 

  (2) ヘッジ手段 

為替予約取引 

  (3) ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

  (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。

  (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。 

 



 
 

 

 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

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 

当社の株式公開により、ソニー

㈱の完全子会社ではなくなったこ

とから、2005年12月20日をもって、

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。 

 
 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

――――― 

 当第１四半期会計期間より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しています。 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準）  

 当第１四半期会計期間より「株主資本等変動計

算書に関する会計基準」（企業会計基準第６号 

平成17年12月27日）および「株主資本等変動計算

書に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第９号 平成17年12月27日）を適用して

います。 

 

（企業結合に係る会計基準および事業分離等に関

する会計基準） 

 

 当第１四半期会計期間より「企業結合に係る会

計基準」（平成15年10月31日）および「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平

成17年12月27日）ならびに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）を

適用しています。 

 

 



 
 

 

注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（2006年６月30日） 

前事業年度末 
（2006年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額  528百万円 *1 有形固定資産の減価償却累計額  514百万円 

*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、流動負債の「その他」

に含めて表示しています。 

――――― 

 3 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 39百万円
 

 3 保証債務 

従業員の銀行借入金に対する保証 40百万円
  

 
（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

*1 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 3百万円

受取コミッション 2百万円
  

*1 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 13百万円

イベント協賛金 11百万円
  

*2 営業外費用のうち重要なもの 

商品廃棄損 33百万円

固定資産除却損 25百万円

関係会社貸倒引当金繰入額 18百万円
  

*2 営業外費用のうち重要なもの 

関係会社貸倒引当金繰入額 329百万円
  

*3 特別利益のうち重要なもの 

貸倒引当金戻入益 13百万円
  

*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

投資有価証券売却益 16百万円

貸倒引当金戻入益 53百万円
  

*4 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券評価損 4百万円

抱合せ株式消滅差損 43百万円
  

*4 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券評価損 66百万円

関係会社株式評価損 512百万円

固定資産臨時償却費 96百万円

転籍一時金 77百万円
  

*5 減価償却実施額 

有形固定資産 18百万円

無形固定資産 270百万円
  

*5 減価償却実施額 

有形固定資産 94百万円

無形固定資産 1,038百万円
  

 
 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 
 当第１四半期会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30日） 
  自己株式に関する事項 
    該当事項はありません。 
 



 
 

 

（リース取引関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006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 

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 2,598 1,544 2 1,050 

ソフトウェア 1,047 597 275 174 

合計 3,645 2,142 277 1,225 

  

 

 

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 3,161 2,013 － 1,147

ソフトウェア 315 191 0 123

合計 3,477 2,205 0 1,271

  
(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 728百万円

１年超 815百万円

 合計 1,544百万円
  

リース資産減損勘定の残高 277百万円
  

  
１年内 631百万円

１年超 674百万円

 合計 1,306百万円
  

リース資産減損勘定の残高 0百万円
  

(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 233百万円

リース資産減損勘定の取崩額 36百万円

減価償却費相当額 222百万円

支払利息相当額 10百万円

減損損失 －百万円
  

  
支払リース料 975百万円

リース資産減損勘定の取崩額 3百万円

減価償却費相当額 919百万円

支払利息相当額 42百万円

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  

未経過リース料  
  

１年内 0百万円

１年超 0百万円

 合計 0百万円
  

 

 
 



 
 

 

（有価証券関係） 
当第１四半期会計期間末（2006 年６月 30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 77,440 77,310 

関連会社株式 145 31,912 31,766 

 
前事業年度末（2006 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 130 98,830 98,700 

関連会社株式 145 31,912 31,766 

 
 
（企業結合会計） 
 当第１四半期会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年６月 30日） 
 （共通支配下の取引等関係） 
  １ 企業結合の概要 
     結合当事企業 ㈱ウェブポケット 
     事業の内容 オンライン上のデータストレージサービス 
     企業結合の法的形式 当社による吸収合併 

取引の概要 ポータル事業の強化を目的として 2006 年６月１日付で当社は 100％子
会社㈱ウェブポケットを吸収合併しました。 

 
  ２ 実施した会計処理の概要 
     (1) 資産および負債の会計処理 
         当社は合併期日に以下の資産および負債を受入れています。 
           流動資産     235 百万円 
           固定資産      63 百万円 
           資産計      298 百万円 
           流動負債      54 百万円 
           固定負債     289 百万円 
           負債計      344 百万円 
 
     (2) のれんおよび増加資本の会計処理 

 当社の連結財務諸表上の㈱ウェブポケット株式の取得にかかるのれんの未
償却残高 302 百万円を当社の個別財務諸表上ののれんとして引き継いでいま
す。 
 また、100％子会社である㈱ウェブポケットを吸収合併したため、合併によ
り増加する株主資本はありません。なお、当社が保有していた㈱ウェブポケッ
ト株式の帳簿価額と㈱ウェブポケットから受入れた資産、負債およびのれんと
の差額 43百万円を抱合せ株式消滅差損として特別損失に計上しています。 

 
 



 
 

 

（重要な後発事象） 
当第１四半期会計期間 

（自 2006年４月１日 
至 2006年６月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

――――― 子会社との合併 

当社は、ポータル事業の強化を図るため、2006

年６月１日をもって、100％子会社㈱ウェブポケ

ットを吸収合併しました。 

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ないません。

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2006

年５月31日現在の財政状態は次

のとおりです。 

資産合計    298百万円 

負債合計    344百万円 

資本合計   △45百万円 

 
 

 


