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１. 2006年 9月中間期の連結業績（2006年 4月 1日 ～ 2006年 9月 30日）
(1)連結経営成績 （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 ％

2006年 9月中間期 22,886 11.3 1,077 - 1,066 -
2005年 9月中間期 20,560 - △ 35 - 65 -
2006年 3月期 42,310 643 832

　        １ 株 当 た り 中 間       潜在株式調整後１株

          ( 当 期 ） 純 利 益      当たり中間(当期）純利益
百万円 ％ 円 　　　　銭 円 　　　　銭

2006年 9月中間期 1,779 △ 82.0 6,966 13 －
2005年 9月中間期 9,910 - 42,079 53 －
2006年 3月期 10,518 43,604 84 －
(注)①持分法投資利益    2006年 9月中間期 52 百万円   2005年 9月中間期 99 百万円   2006年 3月期 259 百万円
     ②期中平均株式数（連結）    2006年 9月中間期 255,520 株   2005年 9月中間期 235,520 株   2006年 3月期 241,109株
     ③会計処理の方法の変更　　 無
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を表示しています。
     ⑤潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載していません。

(2)連結財政状態
　　　 総    資    産 　　　 純    資    産      自己資本比率 　　 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭　
2006年 9月中間期 41,705 32,933 73.3 119,563 59
2005年 9月中間期 37,141 21,667 58.3 91,999 17
2006年 3月期 38,887 28,991 74.6 113,442 74
(注)期末発行済株式数（連結）    2006年 9月中間期 255,520 株   2005年 9月中間期 235,520 株   2006年 3月期 255,520 株

(3)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 9月中間期 529 △ 1,235 17 16,971
2005年 9月中間期 △ 2,784 17,644 －　 25,509
2006年 3月期 △ 8,254 8,837 6,375 17,640

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数　8　社   持分法適用非連結子会社数 0 社   持分法適用関連会社数 6 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）　2　社  （除外）　1　社   持分法（新規）　2 社  （除外）　0 社

２. 2007年 3月期の連結業績予想（ 2006年 4月 1日  ～  2007年 3月 31日 ）
　 　　　 売   上   高 　　　経 常 利 益 　当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円

通　　期 48,000 2,100 1,000
（参考）１株当り予想当期純利益（通期）                 3,913円  58　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場合があります。

    中間(当期）純利益
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＜添付資料＞ 

 
1. 企業集団の状況 

 
当社グループは、主要事業である「So-net（ソネット）」ブランドによるインターネット接続事業および

ポータルサイトの運営を通じて、インターネット、携帯電話向けのウェブコンテンツの制作、仕入れ、

利用者への課金、CSデジタル放送向けの番組仕入れ、広告の営業、電子商取引分野における商品販売、

ビデオ・オンデマンドに関するトータルソリューションの提供、メディカル・ヘルスケアおよび音楽配

信分野におけるサービスプラットフォームの企画・運営およびインターネット・オークションサービス

の企画運営等のインターネット関連事業を営んでいます。なお、これらの事業はすべて、ネットワーク

サービス関連事業に含まれるものとして、特に事業を区分していません。 

2006年9月30日現在における当社の連結子会社は、スカイゲート(株)、ソネット・エムスリー(株)、

So-net M3 USA Corporation、Medi C&C Co., Ltd.、MDLinx, Inc. 、(株)ゼータ・ブリッジ、ソネット

キャピタルパートナーズ(株)、ソネットスポーツ・ドットコム(株)の8社であり、持分法適用関連会社は

(株)ディー・エヌ・エー、(株)レーベルゲート、(株)Sentivision、(株)エニグモ、テレビポータルサービ

ス(株)、(有)ADSグローバルバートナーズの6社です。 

当社には、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株

会社であるソニー(株)が45.6％を、ソニー(株)の100％子会社であり、クレジット、カード、リース、レ

ンタル、融資、損害保険、不動産賃貸管理などの事業を営む(株)ソニーファイナンスインターナショナ

ルが14.5％を出資しています。 
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各子会社および関連会社の事業概要および議決権の所有割合は次のとおりです。 
 

会   社   名 事    業    概    要 
議決権の
所有割合

ス カ イ ゲ ー ト (株) 
インターネットを利用した航空チケットを中心とす
る旅行商品の販売、旅行に関連する情報提供等 100.0％

ｿ ﾈ ｯ ﾄ ｷ ｬ ﾋ ﾟ ﾀ ﾙ ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ ｽ ﾞ  (株) 
情報通信分野のベンチャー企業に対する投資・育成
支援事業 100.0％

ソネットスポーツ・ドットコム (株) 
ブロードバンド時代に対応したスポーツ系番組、
ウェブコンテンツ等の制作、委託放送事業者への番
組供給等 

100.0％

ソ ネ ッ ト ・ エ ム ス リ ー (株) 
メディカル・ヘルスケア分野におけるイン
ターネットを使用したサービスプラットフォームの
企画・運営 

58.7％

So- n e t  M 3  U S A  C o r p o r a t i o n 
メディカル・ヘルスケア分野におけるイン
ターネットを使用したサービスプラットフォームの
企画 

58.7％
(58.7％)

M D L i n x ,  I n c . 
メディカル・ヘルスケア分野におけるイン
ターネットを使用したサービスプラットフォームの
企画・運営 

58.7％
(58.7％)

M e d i  C & C  C o . ,  L t d . 
メディカル・ヘルスケア分野におけるイン
ターネットを使用したサービスプラットフォームの
企画・運営 

23.5％
(23.5％)

(株) ゼ ー タ ・ ブ リ ッ ジ 
電子ブックマークを用いた携帯電話向けサービス提
供 60.0％

(株) デ ィ ー ・ エ ヌ ・ エ ー 
インターネット・オークションサービスの企画・運
営ビジネス 19.0％

(株) レ ー ベ ル ゲ ー ト 

音楽配信サービスのため、関連するシステム運用
および管理・決済代行・顧客対応・各種情報の一元
管理のためのインフラの提供ならびにポータルサイ
トの運営等 

21.2％

テ レ ビ ポ ー タ ル サ ー ビ ス (株) 
デジタルテレビ向けのポータルサービス事業の企
画・運営 25.0％

(株) S e n t i v i s i o n 
高品質なVODサービスのトータルソリューションの
提供 36.8％

(株) エ ニ グ モ 
会員制買い付け代行コミュニティサイトの企画・運
営 33.2％

(有)ADSグローバルパートナーズ 
アジアを中心とする情報通信分野のベンチャー企業
に対する投資・育成支援事業 40.0％

(注) 1. 議決権の所有割合の（ ）は、間接所有割合で内数です。 

2. 上記のほか、ソネットキャピタルパートナーズ(株)は、ソネットキャピタルパートナーズＡ投資事業 

有限責任組合を設立しています。なお、2006年9月末時点で設立手続は終了していますが、払込には 

至っていません。 

3. (株)エニグモについては、普通株式のほか、議決権のない種類株式800株を保有しています。 

4. ソネット・エムスリー(株)および(株)ディー・エヌ・エーは、東証マザーズに上場しています。 

5. Medi C&C., Ltd.は、ソネット・エムスリー(株)が直接・間接的に議決権の40％を取得していますが、 

   実質的に支配しているため、連結子会社としています。 

6. ソネットスポーツ・ドットコム(株)は、2006年10月2日に解散の決議をしています。 
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 事業の系統図は、次のとおりです。 

 

 

電気通信事業者 

その他の顧客 

 コ ン テ ン ツ 
制 作 事 業 者 

：サービス又は商品の流れ 
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投資事業有限責任組合 

M D L i n x , I n c .
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テレビポータル 
   サービス㈱

出資 
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2. 経営方針ならびに経営成績および財政状態 
 
（１） 経営成績 

（金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。） 
 

 2006年度中間期における我が国の経済は、米国景気の先行きに不透明感はあるものの、企業の設備投資

や雇用の拡大基調が持続していることなどにより、国内景気は底堅く、順調に拡大を続けてまいりました。 

 また、インターネット分野においては、日本におけるインターネット利用者のうちADSLやFTTH、CATVな

どの常時接続・ブロードバンドの加入者数（FTTH、DSL、CATV、FWAの総計）が2006年6月末で総計2,422万

契約（総務省公表値）となり、2006年3月末から約92万契約と利用者数は増加いたしました。 

 

このような事業環境のもと、当中間期において、テレビポータルサービスに関し、シャープ(株)、(株)

東芝、(株)日立製作所、松下電器産業(株)、ソニー(株)との合弁会社を７月に設立いたしました。同社は、

ビデオ・オン・デマンド（以下VODという）などの映像配信サービスや各種の生活情報サービスを提供する

事業者様に呼びかけ、ユーザーが安心・安全・便利に利用できるデジタルテレビ向けの共通ポータルサービ

スを提供していく予定です。 

また、同月ベンチャー企業への投資を「投資・育成支援事業」として明確に位置づけることで、よりス

ピーディな意思決定と機動的な体制を構築するため、ソネットキャピタルパートナーズ(株)を設立いたし

ました。 

9月にはインターネット＆モバイルサービス事業を展開する(株)アエリアを中心とするアエリア

グループの中核会社で、人気オンラインゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』等を運営する(株)ゲームポット

との間で、市場拡大が続くオンラインゲームにおける事業展開の更なる強化を目的に、資本提携を行いまし

た。今後、拡大を続けるオンラインゲーム市場において、「So-net」および「ゲームポット」のオンライ

ンゲーム事業をさらに強化し、「So-net blog」や「So-net SNS」などのCGM（Consumer Generated Media）

ならびに「ポストペット」をはじめとしたキャラクターと、「ゲームポット」のゲーム内コミュニティと

を融合させた “新しいゲームコミュニティの構築”やオンラインゲーム内広告事業の共同開発および展開

を図ってまいります。 

 

接続事業につきましては、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、当中間期末の

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（73万人）より21万人（29％）増加の94万人

（前期末からは11万人増）となりました。 

ブロードバンド市場の拡大により、ナローバンド会員は引き続き減少しておりますものの、全体として

は課金収入が増加いたしましたため、当中間期における接続事業の売上高は、前年同期比14.6％増の154

億40百万円（前年同期は134億75百万円。以下カッコ内同じ。）となり、売上高に占める割合は67.5％

（65.5％）となりました。 

 

ポータル事業では、当中間期において従前の課金コンテンツやEC商品に関して利益率の観点から品揃え

の見直しを行いましたため、課金や商品販売に関する売上が減少いたしましたものの、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等により、広告の売上等が好調に推移いたしました。 

また、ソネット・エムスリー(株)は取引社数の増加により売上を伸ばしております。 

この結果、当中間期におけるポータル事業の売上高は、前年同期比5.1％増の74億46百万円（70億85百万

円）となり、売上高に占める割合は32.5％（34.5％）となりました。 

 

So-net会員数は、前年同期末（281万人）から23万人増の304万人となり、当中間期の売上高は、前年同期

比11.3％増の228億86百万円（205億60百万円）となりました。 

 

営業利益は、前年同期より11億12百万円増の10億77百万円（35百万円の損失）となりました。 

これは主に、前期から当中間期かけて獲得した新規ブロードバンド会員からの課金収入の増加に伴う利

益の増加により、ナローバンド会員の減少による利益の減少を補ったこと、ならびにポータル事業、コール

センター関連の業務見直しに伴う業務委託費およびEC商品の品揃えの見直し伴う商品売上原価の削減に

よるものです。 

また、子会社のソネット・エムスリー(株)は、取引社数の増加に伴う売上の伸びにより利益が増加いた

しました。 

 

経常利益は、前年同期比1,524.3％増の10億66百万円（65百万円）となりました。 
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これは、営業外収益として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

持分法投資利益や受取利息等で1億35百万円（1億50百万円）を計上し、営業外費用として固定資産の除却

損、商品廃棄損等により1億46百万円（50百万円）計上したことによるものです。 

 

税金等調整前中間純利益は、前年同期比85.7％減の25億43百万円（177億63百万円）となりました。 

この減少は、主に前年同期において関係会社株式の売却益177億95百万円を計上していたことによるもの

です。 

当中間期においては、ソネット・エムスリー株式の一部売却に伴う売却益として17億69百万円を特別利

益として計上したこと、特別損失として来期に予定している社屋の移転に関連する費用として3億1百万円

を計上したことによるものです。 

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が5億19百万円（77億6百万円）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)の利益の増加と株式を一部売却したことに

よる少数株主持分比率が増加したことで2億44百万円（1億46百万円）となりました。 

 

この結果、中間純利益は前年同期比82.0％減の17億79百万円（99億10百万円）となりました。 
 

分野別売上高概況 

2006年度中間期（2006年4月1日から2006年9月30日に終了した6ヶ月間） 

 
2005年度 

中間期 
構成比（％）

2006年度 

中間期 
構成比（％） 前年同期比（％）

接 続 事 業 13,475 65.5 15,440 67.5    +14.6 

ポータル事業(注) 7,085 34.5 7,446 32.5 +5.1 

計 20,560 100.0 22,886 100.0 +11.3 

 

（注）「ポータル事業」のうち、2006年度中間期の「商品販売」の売上高は、6億31百万円です。また、2005年度中間期は、 

7億16百万円です。 

2006年度第2四半期（2006年7月1日から2006年9月30日に終了した3ヶ月間） 

 
2005年度 

第2四半期 
構成比（％）

2006年度 

第2四半期 
構成比（％） 前年同期比（％）

接 続 事 業 6,640 63.0 7,878 66.6    +18.6 

ポータル事業(注) 3,903 37.0 3,955 33.4 +1.3 

計 10,544 100.0 11,834 100.0 +12.2 

 

（注）「ポータル事業」のうち、2006年度第2四半期の「商品販売」の売上高は、3億10百万円です。また、2005年度第2四半期期は、 

3億19百万円です。 

 

（２） 財政状態 

 

連結財政状態 

当中間期末の総資産は417億5百万円となり、前年度末と比べて28億17百万円増加しました。これは、
主としてMDLinx, Inc.買収に際して発生したのれんおよび「So-net」商標の買い取りによる商標権の増加
によるものです。 

一方、当中間期末の負債は未払法人税等の増加等により8億31百万円増加し、87億72百万円となりまし
た。 

純資産は、中間純利益の計上等により、329億33百万円となりました。 
なお、当中間連結会計期間より、「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23
億82百万円が含まれています。 

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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  連結キャッシュ・フロー 

当中間期における現金および現金同等物は、営業活動において5億29百万円の増加、投資活動において
12億35百万円の減少、財務活動において17百万円の増加であったことから、前年度末に比べて6億69百万
円減少し、当中間期末には169億71百万円となりました。 

 
（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、当中間期は5億29百万円の増加となりました。これは、主とし
て当中間期に税金等調整前中間純利益25億43百万円を計上したことによるもので、このうち一部は投資
活動にともなう投資有価証券売却益17億69百万円等の計上によるものでしたが、非資金費用である減価
償却費4億55百万円やのれん償却額3億円等の計上もあり、当中間期の営業活動によるキャッシュ・フ
ローは5億29百万円の増加となりました。 

 
（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、当中間期は12億35百万円の減少となりました。これは、連結
子会社ソネット・エムスリー(株)株式の一部売却により、投資有価証券の売却による収入18億66百万円
の発生があったものの、MDLinx, Inc.買収による新規連結子会社の株式取得による支出7億95百万円や、
投資有価証券の取得による支出9億95百万円等により投資活動によるキャッシュ・フローは減少となり
ました。 

 
（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、連結子会社ソネット・エムスリー(株)発行のストック・オプ
ションが行使されたことによる子会社の増資による収入により、17百万円の増加となりました。 

 
（３） 通期の見通し 

 

 当社の2006年度（2006年4月1日から2007年3月31日まで）の業績見通しは、2006年9月15日発表のとおり

です。 

  

 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（通 期） 48,000 2,500 2,100 1,000 3,913.58円 

単 独 業 績（通 期） 40,000 600 400 900 3,522.22円 

  

 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9月末比 +6.9％）を見込んでいます。 

 ■上記のうち、ブロードバンド会員数は、2007年3月末時点で100万人（同 +6.4％）を見込んでいます。 

 ■接続事業（連結）は、320億円（前年度比+15.3％）の売上を見込んでいます。前期に新規獲得した会

員からの課金収入が売上に寄与していることおよび当中間期の新規会員の獲得が順調に推移している

こと、下期も会員の獲得が好調に推移するものと見込んでいます。 

 ■ポータル事業（連結）は、160億円（前年度比+10.0％）の売上を見込んでいます。So-net単体のポータ

ル事業は、中間期において課金コンテンツやEC商品について採算性の観点から見直しを行っています。 

 ■営業利益（連結）は、接続事業において前期に獲得したブロードバンド会員からの売上の増加に伴う

限界利益増、ポータル事業の見直しに伴う収益改善を見込んでいます。 

■経常利益（連結）は、持分法投資損失等の計上を見込んでいます。 

■当期純利益（連結）は、関係会社株式の評価の見直し等の可能性を考慮しています。 

 

 

上記に記載した予想数値およびその要因は、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ます

が、多分に不確定な要素を含んでおります。なお、上記の記載は今回の修正に関わるすべての要因を網羅

したものではありません。また、同様に上記の記載に限定しているものでもありません。実際の業績等は、

業況の変化等により、上記予想数値や要因と異なる場合があることを予めご承知おきください。 

（単位：百万円）
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（４）経営方針 

 

ａ．会社の経営の基本方針 

 当社グループは、1996年1月に「So-net」の名称でインターネット接続サービスを開始以来、快適な通信

環境を提供し、ユニークで魅力あるコンテンツを多数提供するなど、この10年間は、新しいスタイルの

ネットワークサービスを提供することに取り組んでまいりました。 

 今後、当社グループは次の２つの中心となる事業に注力してまいります。 

接続事業においては「ブロードバンド」に、ポータル事業においては「セグメントポータル」にそれぞ

れ集中します。ポータル事業のうち「ＴＶポータル」については、2006年7月にテレビポータルサービス(株)

を国内主要テレビメーカー5社とともに設立し、今後当社は、ユーザーが安心・安全・便利に利用できるデ

ジタルテレビ向けの共通ポータルサービスを提供できるよう同社と連携していく予定です。 

これらの施策を実現するため「コーポレートミッション」として次の４項目を取締役会において決議い

たしました。 

 

「挑」：スピードと行動を重視し、変化を恐れず、新しい「挑戦」を行なう。お客さまが喜び、満足して

いただけるサービスを心がける。 

「創」：安心と親しみやすさを与えるサービスを通して、新しい価値とライフスタイルを「創造」し続け

る。 

「楽」：ネットワークを全ての人々に身近なものにし、それを通じて「楽しさ」、便利さ、豊かさを提供

する。 

「夢」：「So-net」に関わった全ての人が、その関係を通じて喜びと誇りを感じ、それぞれの「夢」を 

実現する。 

 

 2006年度に掲げる事業方針は「収益基盤の強化」と「成長への投資」です。 

 「収益基盤の強化」として、接続事業においては、利益を確保しつつ、売上および会員の増加を目指し

ます。また、ポータル事業においては、セグメントポータルによって、ターゲット広告販売の拡大に取り

組むとともに、「選択と集中」を徹底し、収益の拡大を図ります。また、「成長への投資」として、ポータ

ル事業の業容拡大のための出資、M&Aを実行します。 

 また、６月に開催した定時株主総会において、商号を「ソネットエンタテインメント株式会社」に変更

することをご承認いただき、10月１日をもって変更いたしました。 

今後、更なる業容の拡大と飛躍に向け、これまでお客さまに親しんでいただいている「So-net

（ソネット）」のサービス名称と社名を一致させ、ネットワークを通じて様々な「夢と感動」「楽しさ」

等の「エンタテインメント」を提供できる会社となることを目指してまいります。 

 

ｂ．会社の利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、経営基盤の強化、確立を図るとともに、常時接続・ブロードバンド化が急激に拡大し、

シェア獲得競争が激化するインターネット市場へ積極的な対応を図る必要があると考えていますが、一方

で収益面では、過去の事業年度において事業環境の大きな変化に対応するための施策等により、業績の変

化率は高いものとなりました。 

今後、このような変化に迅速に対応した事業展開を行なうため、キャッシュ・フローの増大、および財

務基盤の整備と内部留保の充実は、業容の拡大や事業の継続性の観点からも重要であると考えております。 

これらの施策は、将来において結果として株主への利益還元につながっていくものと考えており、当面

は配当による株主への利益還元は実施しない方針であります。 

内部留保金につきましては、当社の事業とのシナジーや提携を図るための出資やM&A、アライアンスの推

進、会員やサービスの増加・充実に伴うサーバ類やソフトウェア（コンテンツ等）への投資、また、経営

の効率化を図り、内部統制システムを有効に機能させるためのシステム投資等に充当いたします。 

8



 
 

 

 

 

ｃ．投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 当社は、定款において単元株に関する定めがないため、現在市場では１株単位で取引されております。

当社株式の流動性の向上および投資家の皆様に投資しやすい環境を整えるための施策は、重要な課題とし

て認識しております。 

投資単位の引き下げにつきましては、株価水準、株主数、コストおよび業績等や、2009年6月を期限とし

て公開会社の株式が一斉に電子化されることなどを勘案し、引き続き検討して参ります。 

 

ｄ．重視している経営指標 

 当社が重要と考えております経営の指標としては、以下の項目を示しております。 

・売上高成長率 

・売上高営業利益率 

・自己資本利益率 

・So-net会員数 

・So-net会員数におけるブロードバンド会員数 

 インターネット市場においては、お客様をいかに集め、いかに自社のサービスを利用していただけるか

ということが大切になります。その意味で、新しいお客様をどれくらい獲得できたか、また特に伸長著し

いブロードバンド市場において、そのサービスを利用されるお客様の会員数全体に占める割合の変化は、

接続サービスやコンテンツ、ECの内容や質、方法や量をどのように変化させていくかを判断する上で非常

に大切な経営指標となっています。 

これらの理由により、会員数の増減は、売上高や営業利益、経常利益、当期純利益等の収益に密接に関

係しており、今後、自己資本を効率的に活用し、業容の拡大を目指す当社では上記５項目を経営の指標と

して重視しています。 

 

ｅ．中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループが関連するインターネットの市場規模は、今後ますます拡大していくものと考えており

ます。当社グループは、「常時接続・ブロードバンド」への移行が急速に進行している事業環境の下で、

収益ならびに業容の拡大を企図し、今後、コンテンツなどの情報サービスの拡大、ECの拡大、広告の獲得

等のため、M&A、他社とのアライアンス、出資、新会社設立等の施策により積極的な事業展開を行っていく

ことが重要な課題であると認識しています。特にFTTHの急速な伸長をする市場への取り組み、家電機器等

に対するネットワークサービスへの取り組み、2005年４月１日の個人情報の保護に関する法律（個人情報

保護法）の全面施行に代表される個人情報保護への取り組みに関して、各々重要性を認識しています。 

 このようにネットワークの利用に関する枠組みが整備されていく中で、個人情報の保護を含む顧客満足

度の向上を図り、ブロードバンド化の進展に対応したビジネスの推進を 優先課題として取り組んでまい

ります。 

 

ｆ．会社の対処すべき課題 

当社グループは、各事業において、以下の施策を実施します。 

 

(1) 接続事業について 

 接続事業において当社は、接続サービスの主流が、急速にFTTHとなっていくことを見込んでおり、FTTH

を中心としたブロードバンド接続会員基盤の早期拡大を目的に、他のインターネット接続サービス事業者

(ISP事業者)との提携や、ISP事業者が所有する会員の獲得等について検討していきます。また、FTTHを中

心としたブロードバンド会員の獲得に重点的に取り組んでいきます。 

 接続サービスを幅広い顧客に提供するため、特定の電気通信事業者のみならず、複数の電気通信事業者

と提携し、料金や地域、利用形態、居住形態にあわせた利用コースの多様化を図り、それぞれ 適なサービ

スを提供していくことで、さらなる顧客基盤の拡大を図る方針です。 

 また、東日本電信電話(株)、西日本電信電話(株)、東京電力(株)、中部電力(株)、(株)アッカ・ネット

ワークス、イー・アクセス(株)、(株)UCOM等複数の電気通信事業者との提携により多様なサービスに対応

するほか、コミュニケーションサービスとしてのIP電話サービス「So-netフォン」や、付加価値サービス

として危険なサイトやお子さまに不適切な内容のサイトをブロックし、安心してインターネットをご利用

いただくためのサービス「サイトセレクト」やコンピュータウイルス、パソコンへの不正な侵入、スパム

メール等から顧客を守るセキュリティ対策等のサービスを充実させていきます。 

 このように、顧客ニーズを開拓し、新しく魅力的なサービスを提供することにより、一層の会員数拡大

を図っていきます。また、家電機器等に対するネットワークサービスの提供という新しいビジネスにも積
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極的に取り組んでいきます。 

 

(2) ポータル事業について 

 ポータル事業においては、セグメントポータル（個別テーマや領域（カテゴリー）に特化したポータル）

の充実およびセグメントポータルの広告事業拡大を目的に、他のセグメントポータル運営事業者や広告代

理店等との提携等およびポータルを利用する顧客のコンテクスト（顧客のニーズ・状況）に合わせたサービ

スやコンテンツの提供を実現し、顧客が潜在的に望んでいる期待を具現化するためのシステムへの投資等

を行っていきます。さらにページビューや利用頻度、収益性などの側面から多角的に分析、検討を行い、

接続事業とポータル事業を有機的に結びつけることでポータル事業全体の収益性向上に取り組んでいき

ます。 

 さらに、通常のポータルの広告スペースに加え、セグメントポータルにおける広告スペースの販売強化

を通じ、広告収入の拡大に取り組んでいきます。 

 また、テレビが今後さらにインターネットに接続されることを展望し、VODや電子番組ガイド等、テレビ

を中心とした家電機器等へのネットワークサービスの提供を通じ、マスメディア 大の広告市場価値を持

つインターフェースであるテレビにおけるポータルサービス事業について積極的に取り組んでいきます。 

 また、テレビポータル事業への取り組みとして、2006年7月に国内主要テレビメーカー5社とともにテレ

ビポータルサービス(株)を設立いたしました。今後当社は、ユーザーが安心・安全・便利に利用できるデ

ジタルテレビ向けの共通ポータルサービスを提供できるよう同社と連携していく予定です。 

 

(3) ソニーグループとの連携について 

 ソニーグループの提供する家電製品等やコンテンツおよびその他のサービスと当社の接続サービスや

ポータルサービス、課金・決済等のプラットフォームについて連携を図るなど、引き続きソニーグループ

各社との連携を深めていきます。 

 具体的には、2005年7月から(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントの「PSP「プレイステーション・

ポータブル」」で多種多様な動画コンテンツを楽しめる映像ダウンロードサービス「Portable TV（ポータ

ブルティーヴィー）」を提供しています。 

 

(4) 個人情報保護について 

 2005年4月1日より個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）が全面施行され、今後ますます個人

情報保護に対する重要性は高まるものと思われます。 

 当社では1996年の創業当初より、個人情報の保護に関して積極的に取り組んでおり、社内に専門の独立

した組織として「セキュリティ委員会」設置し、業務上個人情報の取得や利用を行なう場合の審査体制を

整えてきました。また、当社では同組織を中心に1999年11月、業界で初めて個人情報保護に関する審査を

通過し「プライバシーマーク」（財団法人日本情報処理開発協会認定）を取得、また2002年10月には、

ユーザー対策、セキュリティ対策が一定基準以上であることを示す「安全・安心マーク」（インターネット

接続サービス安全・安心マーク推進協議会認定）の認定も取得いたしました。加えて、2003年6月には当社

における情報管理の一環として、2003年6月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を構築し、

国際標準規格である「BS7799-2：2002」および国内のISMS適合性評価制度である「ISMS認定基準 

（Ver. 2.0）」（英国認定協会（UKAS）および日本情報処理開発協会（JIPDEC））の認証を取得するなど、

個人情報および情報管理に関する保護、管理について十分な体制作りに努めています。 

 

(5) 投融資について 

 当社グループでは、FTTHを中心とした接続事業における会員獲得およびポータル事業全体を強化するこ

とが課題であると考えており、子会社、関連会社との連携を強化し、採算性、投資結果に対する責任を明

確にしながらM&A、アライアンス等を積極的に進めていく方針です。 

 また、当社グループの投資・育成支援事業の中核会社として、ソネットキャピタルパートナーズ(株)を

2006年7月に設立いたしました。当社の事業領域である情報通信分野は、大変にめまぐるしく変化し、当社

ビジネスの成長をより加速させるためには、ユニークな技術やビジネスモデルを持った有望なベン

チャー企業との迅速な事業提携や協業が不可欠であると判断しております。 

当社は、同社を通じたベンチャー企業への投資を「投資・育成支援事業」として明確に位置づけること

で、よりスピーディな意思決定と機動的な体制を構築し、当社グループの企業価値向上を目指してまいり

ます。 

また、個人情報保護に代表される情報セキュリティの強化等、コンプライアンス体制の一層の強化、内

部統制システムの構築に必要とされる投融資を行なってまいります。 
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ｇ.親会社等に関する事項 

 

①親会社等の商号等 

 

名称 属性 
親会社等の議
決権所有割合

（％） 

親 会 社 等 が 発 行 す る 株 券 が
上 場 さ れ て い る 証 券 取 引 所 等

ソニー(株) 親会社 60.1 
(14.5) 

東京・大阪 

ニューヨーク・ロンドン 
 
各証券取引所  

 

(注)  1.  議決権の被所有割合の（ ）内は、2006年9月30日現在の発行済株式数により算出した間接所有割合で内数です。 

2． 東京証券取引所および大阪証券取引所については市場第一部に上場されています。 

3． ブリュッセル証券取引所は、2006年4月28日に上場廃止となっています。 

 

②親会社等の企業グループにおける当社グループの位置付けその他の当社グループと親会社等との関係 

現在、国内においてソニーグループ内で広く一般にインターネット接続事業ならびにポータル事業を

営んでいるのは当社のみであります。 

しかしながら、ソニー(株)およびソニーグループにおけるエレクトロニクス、ゲーム、エンタテイン

メント、金融サービスのそれぞれの事業分野における優位性と、当社の事業分野における優位性とを組

み合わせることで当社の今後の事業展開にプラスの相乗効果がもたらされる可能性があります。 

なお、ソニーグループ内で当社の事業と直接競合する恐れや将来的に事業間の競合が発生する可能性

のあるものとしては、後記「(5) 事業上のリスク (2)ソニーグループとの関係」に記載したとおりです。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

ソニーグループと当社の間の商取引については、双方の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取

引条件を決定しています。 

また、後記「ｈ．その他、会社の経営上重要な事項」における「特許に関するクロスライセンス契約」

に記載のとおり、特許については、親会社であるソニー(株)との間で実施許諾契約を締結しています。 

 

 

ｈ．その他、会社の経営上重要な事項 

 

当社の商号に用いられていた「ソニー」の商標権ならびに当社のサービスブランドである「So-net」

および「Smash」の商標権は、ソニー(株)に帰属しておりました。この度、当社の商号が「ソニー」を付

さないものとなったことおよび「So-net」、「Smash」の商標権をソニー(株)より買い取りましたため、

当社がソニー(株)との間で締結していた「ソニー」商標権の非専用使用権ならびに「So-net」、「Smash」

の商標権の専用使用権に関する使用許諾契約につきましては、2006年9月30日をもって終了しました。 

なお、引き続きソニー(株)の保有する広範な特許資産を利用しつつ、他社から特許侵害で訴えられる

可能性を 小限に抑えるため、特許その他の知的財産権については包括的なクロスライセンス契約を

以下のとおり締結しています。 

 

 特許権に関するクロスライセンス契約（契約締結日：2005年10月1日） 

 特許権に関するクロスライセンス契約に基づき、当社およびソニー(株)は、それぞれ相手方およびそ

の子会社が保有する知的財産権を利用することができます。ただし、当社およびソニー(株)の利用でき

る知的財産権の均衡を勘案し、当社はコンテンツサービス事業、電子番組ガイド（EPG）事業、Smash事業

その他別途協議により定める事業に関する売上高（ソニー(株)に対する売上相当額は控除します。）に、

一定の料率を乗じた対価をソニー(株)に対して支払います。  

 なお、ソニー(株)の当社に対する出資比率が過半数を下回ることとなった場合、ソニー(株)はかかる

クロスライセンス契約を解除することができます。 

 当社は、従前よりソニー(株)との間でクロスライセンス契約を締結していましたが、当社普通株式の上

場にあたり、その使用対価の見直しを行い、使用対価の支払の対象となる事業の範囲を限定するととも
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に、料率を変更しています。 

 

（５） 事業等のリスク 

 

 以下に記載した当社グループの事業内容、ソニーグループとの関係、その他投資者の判断に重要な影響

をおよぼす可能性のあるリスク要因となる事項は以下のとおりですが、これらの記載は、リスク要因とな

るすべての事項を網羅したものではありません。また、以下の記載に限定されるものでもありません。 

 なお、文中における将来に関する事項は、2006年9月30日現在において入手可能な情報から得られた当社

の経営者の判断にもとづいています。 

 

(1) 当社グループの事業内容 

 

① 当社グループを取り巻く事業環境について 

 2006年6月末における日本のブロードバンドインターネット契約数は、全体で2,422万となるなど、イン

ターネットは、ブロードバンド接続が主流となってきています。これらの内訳としては、ADSLが1,449万、

FTTHが630万、CATVが340万（以上総務省公表値）となっています。 

 従来、電話線によるナローバンド接続では、パソコン毎に回線が接続されていましたが、ブロードバン

ドは世帯毎に回線を敷設し、それを分岐して各自のパソコンに接続して使用することが可能となります。

従って、ブロードバンドインターネット加入者数の市場規模が、日本の総世帯数約4,700万（平成12年国勢

調査）を上限として推定した場合、今後ブロードバンドインターネット加入者の市場が成熟していくこと

などが想定されます。このことから、当社の会員数の伸び率は低下していく可能性があります。また、合併・

買収等の業界再編等により現在の事業環境に大きな変化が生じる可能性があり、その場合、当社グループ

の将来の業績および事業展開に重大な影響を与える可能性があります。 

 また、当社グループでは接続事業以外にポータル事業として、コンテンツの課金やEC、広告などの事業

を行っており、インターネット接続事業者だけではなく、電気通信事業者、広告事業者、コンテンツ供給

事業者、電子商取引事業者等その他のさまざまな事業者とそれぞれの分野で競合することがあります。こ

のような事業環境の下で収益ならびに業容の拡大を企図し、今後、コンテンツなどの情報サービスの拡大、

ECの拡大、広告の獲得等のため、M&A、他社とのアライアンス、出資、新会社設立等の施策により積極的な

事業展開を行っていくことが重要な課題であると認識しています。 

 しかしながら、これらの施策による事業の拡大には相応の期間を要するほか、新たな投融資負担が生じ、

想定外の損失を蒙る可能性があり、それら様々なリスク要因により、予定通り収益拡大、業容拡大を図る

ことが出来ない可能性があります。 

 

② 競合について 

 当社の接続事業における主な競争相手は、自ら通信回線等の設備を有して電気通信事業を行っている

事業者を含むインターネット接続事業者です。また、ポータル事業においては、今後競合他社による新規

参入、市場環境の変化等により、競争が激化する可能性があります。 

 現状の競合他社の中には、当社グループに比べ強い財務基盤、広い顧客層および高い知名度等を有して

いる企業、当社グループよりも低価格でサービスを提供する企業、当社グループにはないサービス、コン

テンツおよび商品を提供する企業があります。今後、他社の新規参入により競合がさらに激化する可能性

もあります。 

 競合先の営業方針、価格設定、および提供するサービス、コンテンツ、および商品は、当社グループの

属する市場に影響を与える可能性があり、これらの競合先に対し効果的な差別化を図れず、当社グループ

が想定している事業進展が図れない場合には、当社の経営成績および財務状況に影響がおよぶ可能性があ

ります。 
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③ 業績の推移について 

 当社の 近5年間における経営成績（連結）の推移は以下のとおりです。なお、過年度の経営成績は、今

後の当社の売上高、利益等の推移を判断する要因の一つではありますが、それ以外の要因によって、業績

に対し影響を与える可能性があります。 

 

回次 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 

決算年月 2002 年３月 2003 年３月 2004 年３月 2005 年３月 2006 年３月 2006 年中間期

売上高（百万円） 33,151 38,795 38,166 39,301 42,310 22,886

経常損益（百万円） △2,558 96 △911 2,539 832 1,066

当期純損益（百万円） △2,100 △16 △412 4,107 10,518 1,779

総資産額（百万円） 14,196 14,051 13,000 21,091 38,887 41,705

利益剰余金期末残高（百万円） △1,944 △1,961 △2,373 1,733 12,251 14,027

 

④ 収益構造について 

 当社グループの接続事業収入が売上高全体に占める割合は、2003年度において80.5％、2004年度におい

て73.1％、2005年度において65.6％、2006年度中間期において67.5％となっておりますが、接続事業の収

益は、新規獲得会員数および総会員数の推移、会員の退会率の推移、接続事業における利用コース別の料

金動向、通信回線使用料、業務委託費、広告宣伝費、販売促進費、代理店手数料等の経費の支出等により

大きな影響を受けます。特にFTTH分野において会員の獲得競争が激しくなる結果、価格競争の激化による

収益の減少や広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料等シェア拡大のために費用の増加を余儀なくされる

可能性があります。 

 新規会員を獲得するにあたって、初期工事費や月額利用料を無料とする等のキャンペーンを実施した結

果、新規会員の獲得が出来たとしても、会員獲得費用や通信回線使用料などの費用の支出が会員からの収

入に先行して発生するため、それがただちに収益として計上されず、一時的には当社の収益を悪化させる

要因となり、当社の経営成績その他に重大な影響をおよぼす可能性があります。加えて、当社の収益の大

半が接続事業の収益に依存している状況は、当社の将来の業績に不確実性を与える要因であると考えられ

ます。 

 

イ 新規獲得会員数の推移について 

 接続サービスの会員数は、主流となっているブロードバンド会員については現在まで順調に増加し

てきておりますが、一方でダイアルアップ接続をするナローバンド会員の数は減少しています。今後

もこの傾向は続くものと考えられ、接続料金の改定、ブロードバンド・常時接続への取り組み、モバ

イル機器・端末への対応やコンテンツの充実等で会員の満足度を向上させるなど、新規会員を獲得し、

また既存のダイアルアップ接続をする会員が当社のブロードバンド会員となっていただけるよう努力

いたします。 

 しかしながら、競争の激化、技術革新に対する当社側の対応の遅れ、当社によるネットワークイン

フラ整備の遅れ、個人情報流出等事故の発生による当社に対する信用低下、市場の成熟等により、会

員数の伸びが低下あるいは減少した場合、当社の将来の業績および事業展開に重大な影響を与える可

能性があります。  

 

ロ 接続事業における利用コース別の料金動向について 

 接続事業における料金動向は当社の収益に大きな影響を及ぼします。当社の接続サービス料金は、

月額基本料金およびウイルスチェックやIP電話等のオプションサービス料金等からなり、かかる料金

がコース別に設定されていますが、価格面での競争力維持および顧客のニーズに対応するために、こ

れまで月額基本料金の見直しを行ってきました。 

 月額基本料金およびオプションサービス料金等の引き下げは、会員一人当りの収入の低下につなが

るため、直接当社収入の減少をもたらします。 

 今後、当社は競合他社の料金改定を含む市場の動向により、さらに料金の見直し等を行う可能性が

あり、当社の将来の経営成績に悪影響を与える恐れがあります。 
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ハ 通信回線使用料、業務委託費等の動向について 

 通信回線使用料の主な内訳は、電気通信事業法にもとづく電気通信事業者からの通信回線の借り入

れ、または仕入れにかかる費用であります。 

 業務委託費の主な内訳は、サーバのハウジング費用やコールセンターの運営費、ウェブコンテンツ

やシステム開発費用等であります。 

 これらの費用の支出は、事業環境の変化による影響を受け、大きく変動する可能性があり、当社の

将来の経営成績に悪影響を与える恐れがあります。 

 

ニ 広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料の動向について 

 広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料等の会員獲得費用の主な内訳は、テレビコマーシャルや雑

誌等への広告宣伝、会員獲得のためのキャンペーン等に使用する資材等の費用、代理店が新規に会員

を獲得した際に支払う手数料等です。これらの費用は、年度の事業計画において予算を策定し、事業

環境の変化に応じて適切に判断し、管理していますが、競合他社による新規参入や、市場環境の急激

な変化等により競争が激化することが見込まれる場合など、対抗上、追加的にこれらの費用を投入せ

ざるを得ない状況となり、当社の将来の経営成績に悪影響を与える恐れがあります。 

 

ホ ポータル事業について 

 当社グループのポータル事業の顧客層の多くは個人顧客であり、そのニーズ、嗜好は多岐にわたり、

変化に富むものと認識しています。当社グループがサービス、コンテンツ、商品、広告等を提供する

際には、顧客ニーズ、嗜好を満たすことが重要と認識していますが、将来においてそれらが顧客に受

け入れられ、当社グループに利益をもたらすことが確実であるとは言えません。 

 なお、当社グループはFTTHの普及に伴ってテレビのインターネットへの接続が進むことを展望して

いますが、FTTHの普及の遅れやテレビ本体のインターネットへの接続環境が整わない可能性、または

接続環境が整っても当社が提供するテレビ向けネットワークサービス事業が立ち上がらず、または顧

客に受け入れられない等、テレビポータル事業が発展せず、当社グループに利益をもたらさない可能

性があります。 

 

⑤ 当社のグループにおける子会社および関連会社との関係 

 当社は、当社が株式持分を保有する子会社および関連会社と協働し、相乗効果を発揮するため、当社役

員および従業員が、子会社および関連会社の役員を兼任し、また当社からの従業員の出向も行っています。 

 しかしながら、当社が株式持分を保有する子会社および当社が支配的持分を有していない関連会社につ

いて、または、当社が現状で支配的持分を保有している子会社で、将来、支配的持分を保有しなくなった

関連会社について、当社事業とその関連会社の事業に競合が生じた場合やその他の事由により、当社事業

において相乗効果が発揮または期待できない可能性があります。また、そのような場合には、当社事業の

経営成績および財政状況に影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑥ 人材の育成および確保について 

 当社の事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保

する必要がありますが、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いため、今後必要な人

材を十分に確保できない恐れがあります。 

 なお、当社は独自に人材を採用し、人材育成にも努めますが、必要な人材を十分に採用、育成できなかっ

た場合には、当社の将来の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 個人情報やその他の情報の保護について 

 2005年4月1日より個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）が施行されました。当社は他のイン

ターネット接続事業者に先駆け、1999年11月「プライバシーマーク」を、2003年6月に情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ISMS）の構築に関して、国際標準規格である「BS7799-2：2002」および国内のISMS適

合性評価制度である「ISMS認定基準 （Ver.2.0）」の認証を全社にて取得し、個人情報ならびに個人情報

以外の情報管理について専門の部署として「セキュリティ委員会」を設置し、自主的な内部監査を行い、

かつ上記の認証を更新するため、定期的に認証機関による監査を受けるなど、個人情報および個人情報以外

の情報の保護管理に努めています。 

 当社は、これまで実施してまいりました情報セキュリティをより一層強化するため、以下の一連の対策

措置を講じ、個人情報漏洩事故を発生させない体制をとっています。 

 －通常の業務処理が実行できない場合の特別対応業務のプロセス管理強化 

 －データ取扱いプロセス管理のさらなる強化徹底 
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 －アクセス権限、アクセスログの管理など人的事故の抑止と事故発生時の追跡方法の見直し強化 

 なお、当社においてさらに何らかの理由で個人情報やその他の情報が流出した場合、当社の信用が毀損

され、損害賠償など金銭的な負担が発生する等、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 事業運営にかかる法規制について 

 当社はインターネット接続事業に関して電気通信事業法による規制を受けています。当社はイン

ターネット接続事業に関して電気通信事業法に基づく届出を行っており、同法の規制を受けています。同法

には、届出の取消事由等の定めはありませんが、当社が電気通信事業者として何らかの事由により、総務

省その他監督官庁から行政処分を受けた場合は、事業の継続等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 さらに、不正アクセスの禁止等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、特定電子メール

の送信の適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示

に関する法律、個人情報の保護に関する法律等、インターネット関連事業を直接規制するものではありませ

んが、インターネット等の通信手段にかかわる規制を受けています。そのほか当社の事業展開上、消費者

契約法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、古物営業法や不当景品類および不当表示防止法等の消費

者保護を目的とした法律の規制を受けています。当社によるこれら法規制への対応いかんでは当社の信用

が毀損され、将来の事業に影響をおよぼす可能性があり、また、関係諸法令の改正の動向によっては新た

な法令遵守体制の構築が必要とされる可能性があります。 

 今後、当社の事業運営において何らかの法規制に関連する紛争が発生した場合には、その管轄地、準拠

法を含め、当該紛争に関する法的判断を的確に予想することができず、当社が法的リスクを負担せざるを

得ない状況となる恐れがあります。 

 また、今後のインターネットやECに対する日本を含む各国の法規制のあり方次第では、当社の将来の事業

展開が制約を受ける可能性があります。 

 なお、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律に基づく発

信者情報開示請求に関して係争中ですが、当社に与える影響は軽微であります。 

 

⑨ 業界における急速な技術の変化と進展について 

 当社の接続事業、ポータル事業が属する業界においては、技術、業界標準、顧客ニーズおよび競争が急

速に変化することから、頻繁に新しい商品およびサービスの導入、新たな競争相手等が出現しており、当社

においてもこれらの変化等に迅速に対応していく必要があります。 

 しかしながら、何らかの理由により、当社において当該変化への対応が遅れた場合には、サービスの陳

腐化、競争力低下等が生じる可能性があり、また、対応が可能であったとしても、追加の多大な費用や投

資の負担が発生する可能性があり、当社の事業展開および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 知的財産権について 

 当社がインターネット関連事業を展開するにあたり、他社の特許権、商標権、意匠権等（以下「知的財

産権」という。）を侵害する恐れは否定できません。 

 また、当社はソニー(株)との間では特許に関するクロスライセンス契約を締結し、それぞれ相手方の保

有する知的財産権を利用することが可能ですが、将来においてソニーグループの当社に対する持株比率が

過半数を割った場合、当社はそれらの知的財産権を現在の条件で利用できなくなる可能性があり、この場

合、当社の経営および業績に重大な悪影響をおよぼす可能性があります。 

 加えて、ソニー(株)の子会社であることによって使用許諾が与えられている他社の知的財産権も多数あ

るため、ソニーグループの当社に対する持株比率が過半数を割った場合、かかる他社の知的財産権を使用

できなくなる、あるいは使用するために多額の使用許諾料を負担することとなる恐れがあります。 

 さらに、技術の進展において他社開発の技術等が標準化された場合、これらの権利者に対して使用許諾

料を負担する必要が生ずる可能性もあり、この場合、将来の当社の収益を圧迫する可能性があります。 

 

⑪ 通信回線の借り入れまたは仕入れおよびサーバ管理体制について 

 当社の事業は、電気通信事業法にもとづく電気通信事業者から通信回線を借り入れ、または仕入れたう

えで、会員のサービスに供しています。 

 また、課金および顧客情報管理用サーバの全てについて、24時間、365日の管理体制を敷いています。こ

れらサーバについては、重要性に鑑み、原則として二重化する等の不慮の事故への対策を講じています。 

 しかしながら、不可抗力による緊急事態または偶発事故の発生、行政もしくは司法当局による行為、ス

トライキ、ロックアウト、暴動、戦争、地震、火災、洪水その他の自然災害や、十分な電気もしくは他の

エネルギーの不足または取得不能による停電、ソフトウェアまたはハードウェアの故障や致命的欠陥、コ

ンピュータウイルスやネットワークへの不正侵入、サービス提供妨害その他の破壊的行為、その他当社に
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通信回線を提供している電気通信事業者の行為等（以上の事象を含むがこれらに限定されるものではな

い）により、通信回線が提供されない、通信回線およびサーバが使用不能となる、復旧まで多大の時間と

労力を要する、または復旧の目処が立たず、サービスの再開が不可能になる等の可能性があり、これらの

場合には当社の経営、事業の継続性等に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫ コールセンターの運営について 

 当社は、顧客からの問い合わせに対する適切な対応が会員の獲得、維持に不可欠であると考えています。

当社におけるコールセンターの業務については、大半が主にコールセンター業務を受託している外部の業

者に依存しています。当社はコールセンターの業務を受託する業者に対し、個人情報の保護ならびに顧客

への応対に関する当社の方針を伝達し、徹底させるため、これらの業者に対し十分な事前研修を行わせる

等、顧客への応対品質の維持および向上について常に注意を払っています。 

 しかしながら、受託会社におけるコールセンターの人員の業務品質を均一のものにすることは困難であ

り、問い合わせに対する回答の遅れ、不的確または不適切な回答、回答の放棄、人員の不足や応対品質の

低下等、何らかの理由により当社のサービスレベルが低下したことにより、新規の会員獲得数やサービス

利用者数が低下または既存の会員の退会が増加する等、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

(2) ソニーグループとの関係 

 

① ソニーグループ内における当社との競合について 

 現在、国内においてソニーグループ内で広く一般にインターネット接続事業ならびにポータル事業を営

んでいるのは当社のみであり、当社は今後とも両事業全般の強化に積極的に取り組んでいきます。 

 また、ソニー(株)およびソニーグループにおけるエレクトロニクス、ゲーム、エンタテインメント、金

融サービスのそれぞれの事業分野における優位性と、当社の事業分野における優位性とを組み合わせるこ

とで当社の今後の事業展開にプラスの相乗効果がもたらされる可能性があります。 

 また、ソニー(株)は、昨今のインターネット業界における事業環境の変化のスピードに鑑み、当社がより

独立性を高め、独自の運営形態・成長戦略により、その企業価値を向上させていくことがグループ経営の

観点からより望ましいとの考えのもと、当社普通株式を株式公開いたしました。 

 しかしながら、ソニーグループ内で当社の事業と直接競合する恐れや将来的に事業間の競合が発生する

可能性のあるものとしては、以下のようなものがあります。 

 

イ 電気通信事業の運営 

 ソニーグループにおいて、当社の接続事業と競合する可能性のある事業としては、ソニー(株)が運

営する「bit-drive」事業（企業向けのインターネット接続サービス）があります。 

 当社は、個人向けの接続サービスを中心に個人事業者や中小規模の事業者向けに接続サービスを提

供しているのに対し、ソニー(株)の運営する「bit-drive」事業は当初より法人向けの大規模なネット

ワーク接続サービスを提供しています。現在のところ、両社は対象となる顧客に応じて、事業の棲み

分けを行うなどの協業を行っており、競合は発生していません。 

 

ロ インターネットを利用したソニー製品の販売 

 当社は、インターネットを通じて販売することに合理性があり、かつ経済的なメリットを享受でき

る場合には、当社の持つ課金、決済、コールセンターなどの機能を利用してソニー製品の販売を行な

う可能性があります。 

 一方、ソニー(株)およびソニーグループでは、インターネットを通じたソニー製品のマーケティン

グや直接販売を行っています。ソニースタイル・ジャパン(株)による日本国内におけるインターネット

を通じたソニー製品のマーケティング・販売および関連サービスの提供等の事業が当社事業と競合す

る可能性がありますが、当社に与える影響は限定的であると考えています。 

 

ハ ソニーグループのコンテンツ配信事業 

 コンテンツ配信事業で競合する可能性のあるものとしては、(株)ソニー・ミュージックエンタテイ

ンメント（音楽関連事業、以下「SMEJ」という。）グループに所属するアーティストの楽曲を有料で

配信する公式音楽配信サイトの「bitmusic（ビットミュージック）」等のコンテンツ配信事業を運営

するSMEJの連結子会社である(株)ソニー・ミュージックネットワークがあります。 

 また、ソニーグループのエー・アイ・アイ(株)は、映像を中心としたコンテンツ配信を行っており、

これらの事業は、当社事業と競合する部分もありますが、上記の会社が当社に対し、コンテンツを供
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給する場合もあり、競合による影響は限定的であると考えています。 

 

② 人的関係について 

 当社の事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保

する必要があります。しかしながら、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いこと、

優秀な人材を適時に採用することは容易ではありません。そのため、当社ではソニーグループの人的資源

を活用し、経営体質の強化と事業の拡大に資するため、これまで出向者を受け入れてきました。 

 なお、現在、当社の各部門を統括し、承認権限を持つ者は、原則としてソニーグループ各社から当社に

転籍しています。また、今後は原則的に新たな出向者の受け入れは行わず、転籍および出向解消等により、

出向者数を限定的なものとする方針です。 

 

③ 人的関係について（取締役、監査役） 

 2006年9月30日現在、社外取締役は、当社の株主で親会社であるソニー(株)より大根田伸行氏を選任して

おり、社外監査役は、当社の株主である(株)ソニーファイナンスインターナショナルより青沼克明氏を選

任しています。 

 なお、当社に対するソニーグループの出資比率が変更された場合には、これらの人的関係が変動する可

能性があります。 

 

④ ソニー(株)の持株比率と特許の取り扱いについて 

 ソニー(株)においてその持株比率は、直接保有、間接保有分を含め、当面過半数が維持される見込みで

す。 

  しかしながら、なんらかの理由によりソニーグループの持株比率が過半数を割った場合、前記「ｈ．そ

の他、会社の経営上重要な事項」に記載する「特許に関する契約」のとおり、特許権においてソニー(株)

の保有する広範な特許資産を利用することができなくなる可能性があり、他社の特許侵害回避や訴訟等へ

の対応で費用が発生し、当社の事業運営に重大な支障を来たす可能性があります。 

 一方で、ソニーグループの評判が何らかの理由で著しく損なわれた場合、それが当社に起因するもので

なくても、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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３．中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（2006年９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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   4,000  23,295 23,640

２ 受取手形及び売掛金   3,897  5,014 4,530

３ たな卸資産   274  188 249

４ 預け金   21,508  － －

５ その他   2,769  2,243 1,900

６ 貸倒引当金   △108  △78 △69

流動資産合計   32,341 87.1 30,663 73.5 30,252 77.8

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産 *1  274 0.7 249 0.6 327 0.8

(2) 無形固定資産     

１ ソフトウェア  1,793   1,990 2,099

２ その他  595 2,389 6.4 2,582 4,573 11.0 1,147 3,246 8.4

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券  1,380   5,070 4,247

２ その他  848   1,185 878

３ 貸倒引当金  △92 2,136 5.8 △37 6,218 14.9 △64 5,060 13.0

固定資産合計  4,800 12.9 11,041 26.5 8,635 22.2

資産合計  37,141 100.0 41,705 100.0 38,887 100.0
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前中間連結会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（2006年９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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   2,840  3,550 3,313

２ 未払金   5,315  872 205

３ 未払費用   1,534  1,599 1,670

４ 未払法人税等   2,897  910 597

５ 賞与引当金   288  232 245

６ その他の引当金   233  287 219

７ その他   317  734 884

流動負債合計   13,427 36.2 8,186 19.6 7,137 18.3

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金   126  137 130

２ 役員退職慰労引当金   59  41 73

３ その他   158  407 599

固定負債合計   345 0.9 585 1.4 803 2.1

負債合計   13,772 37.1 8,772 21.0 7,940 20.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   1,701 4.6 － － 1,955 5.0

     

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  5,245 14.1 － － 7,965 20.5

Ⅱ 資本剰余金  4,764 12.8 － － 8,463 21.8

Ⅲ 利益剰余金  11,644 31.4 － － 12,251 31.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14 0.0 － － 303 0.8

Ⅴ 為替換算調整勘定  △2 △0.0 － － 6 0.0

資本合計  21,667 58.3 － － 28,991 74.6

負債、少数株主持分及び資本合計  37,141 100.0 － － 38,887 100.0
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前中間連結会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（2006年９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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   － － 7,965 19.1 － －

２ 資本剰余金   － － 8,463 20.3 － －

３ 利益剰余金   － － 14,027 33.6 － －

株主資本合計   － － 30,457 73.0 － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差額金   － － 92 0.3 － －

２ 為替換算調整勘定   － － 1 0.0 － －

評価・換算差額等合計   － － 93 0.3 － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 2,382 5.7 － －

純資産合計   － － 32,933 79.0 － －

負債及び純資産合計   － － 41,705 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   20,560 100.0 22,886 100.0 42,310 100.0

Ⅱ 売上原価   12,004 58.4 13,294 58.1 25,105 59.3

売上総利益   8,555 41.6 9,591 41.9 17,205 40.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *1  8,590 41.8 8,514 37.2 16,561 39.2

営業利益または営業損失（△）   △35 △0.2 1,077 4.7 643 1.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  9   11 16

２ 持分法による投資利益  99   52 259

３ 為替差益  －   24 －

４ ポイント引当金戻入益  －   15 －

５ 受取和解金  －   16 －

６ その他  41 150 0.7 15 135 0.6 68 345 0.8

Ⅴ 営業外費用     

１ 固定資産除却損  31   63 69

２ 新株発行費  8   － 57

３ 引越費用  7   － 7

４ 商品廃棄損  －   56 －

５ その他  2 50 0.2 25 146 0.6 22 156 0.3

経常利益  65 0.3 1,066 4.7 832 2.0

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券売却益  17,795 1,769 17,812

２ 持分変動益  4 7 825

３ 貸倒引当金戻入益  26 17,826 86.7 27 1,804 7.9 53 18,691 44.1

Ⅶ 特別損失  

１ 持分変動損  2 3 15

２ 投資有価証券評価損  48 5 66

３ 転籍一時金 *2 77 － 77

４ 固定資産臨時償却費 *3 － 17 96

５ 本社移転関連費用 *4 － 129 0.6 301 328 1.5 － 255 0.6

税金等調整前中間（当期）純利益  17,763 86.4 2,543 11.1 19,268 45.5

法人税、住民税及び事業税  8,033 841 7,722

法人税等調整額  △326 7,706 37.5 △321 519 2.3 656 8,379 19.8

少数株主利益  146 0.7 244 1.0 370 0.8

中間（当期）純利益  9,910 48.2 1,779 7.8 10,518 24.9
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(3) 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前連結会計年度 
連結剰余金計算書 

（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） 

（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 資本剰余金中間期末（期末）残高   4,764  8,463 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,733  1,733 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  9,910 9,910 10,518 10,518 

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期末）残高   11,644  12,251 

      

 
 

(4) 中間連結株主資本等変動計算書 
  当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９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

中間連結会計期間中の変動額 

利益処分による役員賞与 △4 △4

中間純利益 1,779 1,779

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中
の変動額（純額） 

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,775 1,775

2006 年９月 30 日残高 7,965 8,463 14,027 30,457

 
 
 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

中間連結会計期間中の変動額 

利益処分による役員賞与 △4

中間純利益 1,779

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中
の変動額（純額） 

△211 △4 △215 426 210

中間連結会計期間中の変動額合計 △211 △4 △215 426 1,986

2006 年９月 30 日残高 92 1 93 2,382 32,933
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  17,763 2,543 19,268 

減価償却費  428 455 905 

固定資産臨時償却費  － 17 96 

のれん償却額  － 300 － 

連結調整勘定償却額  143 － 288 

持分変動益  △4 △7 △825 

持分変動損  2 3 15 

持分法による投資利益  △99 △52 △259 

投資有価証券評価損  48 5 66 

投資有価証券売却益  △17,795 △1,769 △17,812 

新株発行費  － － 57 

賞与引当金の増加（減少）額  44 △15 △7 

貸倒引当金の減少額  △26 △18 △55 

その他の引当金の増加額  106 42 108 

受取利息及び受取配当金  △9 △11 △21 

支払利息  0 － 0 

為替差益  △4 △23 △7 

固定資産除売却損  31 63 69 

固定資産売却益  － △1 － 

本社移転関連費用  － 301 － 

売上債権の増加額  △138 △385 △693 

たな卸資産の（増加）減少額  △62 60 △36 

その他流動資産の（増加）減少額  △529 105 △490 

仕入債務の増加額  287 227 727 

未払費用の減少額  △403 △465 △328 

その他流動負債の減少額  △186 △285 △49 

役員賞与の支払額  － △9 － 

その他  － 0 0 

 小計  △401 1,080 1,017 

利息及び配当金の受取額  9 11 21 

利息の支払額  △0 － △0 

法人税等の支払額  △2,391 △562 △9,292 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,784 529 △8,254 
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前中間連結会計期間 
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９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） 金額（百万円） 

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  － △323 △6,000 

投資有価証券の取得による支出  △55 △995 △1,468 

投資有価証券の売却による収入  18,498 1,866 18,518 

有形固定資産の取得による支出  △146 △117 △198 

有形固定資産の売却による収入  － 4 9 

無形固定資産の取得による支出  △623 △393 △1,332 

無形固定資産の売却による収入  － 0 － 

敷金・保証金の支払による支出  △1 △127 △327 

敷金・保証金の返還による収入  55 47 103 

長期前払費用の支払による支出  △9 △14 △22 

新規連結子会社の株式取得による収入  26 － 30 

新規連結子会社の株式取得による支出  － △795 △237 

子会社株式取得による支出  － △66 － 

貸付けによる支出  △135 △251 △323 

貸付金の回収による収入  35 36 86 

その他投資の取得による支出  － △104 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー  17,644 △1,235 8,837 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

子会社の増資による収入  － 17 － 

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  － 17 6,375 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  8 19 41 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額）  14,868 △669 7,000 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,640 17,640 10,640 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

*1 25,509 16,971 17,640 
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 中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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、Medi C&C Co., 
Ltd.の５社です。 
なお、Medi C&C Co., Ltd.は、

当中間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、MDLinx, Inc. 、
Medi C&C Co., Ltd.、㈱ゼー
タ・ブリッジ、㈱ソネットキ
ャピタルパートナーズの８社
です。 
なお、MDLinx, Inc.、ソネッ

トキャピタルパートナーズ㈱

は、当中間連結会計期間にお

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、

当中間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 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・
エーの２社です。 

(1) 持分法適用会社は、㈱レーベ
ルゲート、㈱ディー・エヌ・
エー、テレビポータルサービ
ス㈱、㈱Sentivision、㈱エ
ニグモ、㈲ADSグローバルパ
ートナーズの６社です。 
なお、㈲ADSグローバルパー

トナーズは当中間連結会計期

間において重要性が増したこ

とから、テレビポータルサー

ビス㈱は当中間連結会計期間

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、持分法の適用から除い
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。 

  (3) 持分法適用会社のうち、中間
決算日が中間連結決算日と
異なる会社については、中間
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 連結子会社の中間決算
日（決算日）等に関す
る事項 

 連結子会社のうち、Medi C&C 
Co., Ltd.の中間決算日は６月30
日です。 
 中間連結財務諸表の作成に当
って、Medi C&C Co., Ltd.につい
ては、中間連結決算日現在で実施
した仮決算にもとづく中間財務諸
表を使用しています。 

 連結子会社のうち、MDLinx, 
Inc.の中間決算日は６月30日で
す。 
 中間連結財務諸表の作成に当
って、MDLinx, Inc.については、
中間連結決算日現在で実施した
仮決算にもとづく中間財務諸表
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 
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006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 
中間連結決算日の市場

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 
中間連結決算日の市場

価格等にもとづく時価法
（評価差額は全部純資産
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。 

 (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 

(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 

(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 

(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 

(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、支給見込額にもとづき
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、支給見込額のうち当中
間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。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 2006年４月１日 

至 2006年９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、自己都
合要支給額にもとづき、当中
間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
く当中間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、中間期
末自己都合要支給額にもとづ
き、当中間連結会計期間末に
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
令にもとづく当中間連結会計
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、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
中間期末要支給額を計上して
います。 

(ⅳ) 役員退職慰労引当金 
同左 

(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、中間連結
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 
同左 

(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中間
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 
同左 

(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、中間
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、中間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。 

(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 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。 

――――― (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 

 (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 

 (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。 

 (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。 

 (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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

(7) その他中間連結財務諸

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。 

消費税等の会計処理 
同左 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 
同左 

 (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。なお、当中間連
結会計期間末における一部の
連結子会社の繰越欠損金に係
る税効果については、連結納
税制度の適用を受けない可能
性も考慮の上、評価していま
す。 

――――― (ⅱ) 連結納税制度の離脱 
 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㈱の完全子会社でなく
なったことから、2005年12月
20日もって、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。 

５ 中間連結キャッシュ・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。 

 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。 
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中間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 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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） 

  当中間連結会計期間より「貸借対照表
の純資産の分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30,550
百万円です。 

――――― 

 （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） 

  当中間連結会計期間より「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） 

  当中間連結会計期間より「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。これによる損益に与え
る影響はありません。 

 

 
表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

――――― （中間連結損益計算書） 
  前中間連結会計期間において営業外損

益の「その他」に含めていました「為替
差損益」は、営業外収益の100分の10を超
えたため、当中間連結会計期間より区分
掲記しています。なお、前中間連結会計
期間の営業外収益の「その他」に含まれ
る「為替差益」の金額は4百万円です。

――――― 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（2006年９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 
              559百万円 

*1 有形固定資産の減価償却累計額 
              685百万円

*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  
            69百万円 

 2 保証債務 
従業員の銀行借入金に対する保証  
             20百万円

 2 保証債務 
従業員の銀行借入金に対する保証  
             40百万円

 
 
（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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 1,215百万円
業務委託費 1,898百万円
 

 

*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 1,244百万円
業務委託費 1,615百万円
販売促進費 920百万円

  

*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
販売促進費 1,893百万円

 
*2 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。 
 *2 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。 
 *3 固定資産臨時償却費はソフトウェア15

百万円、および長期前払費用2百万円に
よるものです。 

*3 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。 

 *4 本社移転関連費用は、本社移転決定に
ともなう現状回復費206百万円、臨時償
却費（建物51百万円、器具・備品14百
万円）、および仲介手数料30百万円で
す。 

 

 
 
（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
 当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９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 
当中間連結会計期間

増加株式数 
当中間連結会計期間

減少株式数 
当中間連結会計期間末

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。 
 
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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中間期末残高
と中間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中間期末残高
と中間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９月30日現在） （2006年９月30日現在） （2006年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 4,000百万円
預け金勘定 21,508百万円
現金及び現金同等物 25,509百万円

  

  
現金及び預金勘定 23,295百万円
預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△6,323百万円

現金及び現金同等物 16,971百万円
  

  
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
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（有価証券関係） 
 前中間連結会計期間末（2005 年９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） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 49 74 24 

合計 49 74 24 

 
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 中間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 230 

合計 230 

 
 
 当中間連結会計期間末（2006 年９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） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 107 377 269 

合計 107 377 269 

 
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 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

市場価格のない株式 585 
その他有価証券 

投資事業有限責任組合 128 

合計 714 

 
 
 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 
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（リース取引関係） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
 
 
（デリバティブ取引関係） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
 
 
（ストック・オプション関係） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
 
 
（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 
 前中間連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年９月 30 日） 

 当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 

 前連結会計期間（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 

 前中間連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年９月 30 日） 

 当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 

 前連結会計期間（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 

 前中間連結会計期間（自 2005 年４月１日 至 2005 年９月 30 日） 

 当中間連結会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 

 前連結会計期間（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。 

 
 
（企業結合会計） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９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株当り純資産額 91,997円17銭 119,563円59銭 113,442円74銭 

１株当たり中間（当期）純利益 42,079円53銭 6,966円13銭 43,604円84銭 

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

 
前中間連結会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

中間（当期）純利益 9,910百万円 1,779百万円 10,518百万円 

普通株主に帰属しない金額 － 百万円 － 百万円 4百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） （ － 百万円） （ － 百万円） （   4百万円） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 9,910百万円 1,779百万円 10,513百万円 

普通株式の期中平均株式数 235,520株 255,520株 241,109株 

 
（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

公募による新株式の発行 
当社は、平成17年12月20日に㈱東京証

券取引所マザーズ市場に上場しました。
上場に際して、平成17年11月14日および
平成17年11月29日開催の当社取締役会に
おいて新株式の発行を決議し、平成17年
12月19日に払込が完了しました。 

募集方法 一般募集 
(ブックビルディング方式による募集) 
発行新株式の種類および数 
        普通株式 20,000株 
発行価格         340,000円 
引受価格         320,960円 
発行価額         272,000円 
発行価額の総額     5,440百万円 
発行価額中資本へ組み入れない額 
        １株につき136,000円 
資本組入額の総額    2,720百万円 
払込期日     平成17年12月19日 
配当起算日    平成17年10月１日 
資金使途 会員獲得を含む他の事業者

との提携資金、システム投
資等に充当する予定です。 

株式および新株予約権付社債の取得 
当社は、㈱ゲームポットとの間で、オ

ンラインゲームにおける事業提携を行う
ことを目的とする資本提携にもとづき、
2006年10月３日に㈱ゲームポットの第三
者割当増資の引受、㈱アエリアより㈱ゲ
ームポット株式の取得、および㈱ゲーム
ポットの新株予約権付社債の引受を行い
ました。これにより、㈱ゲームポットは
当社の持分法適用関連会社となります。

(1) 当社が第三者割当により引受ける
㈱ゲームポット株式 

a) 取得株式数  普通株式8,200株
b) 払込金額の総額  1,225百万円

(2) 当社が㈱アエリアより取得する㈱
ゲームポット株式 

a) 取得株式数 普通株式15,000株
b) 取得金額     1,350百万円

(3) 当社が引受ける㈱ゲームポット新
株予約権付社債 

a) 社債名称 ㈱ゲームポット第１
回無担保転換社債型
新株予約権付社債 

b) 払込金額の総額  1,100百万円
  （社債額面100円につき100円）
c) 償還価額 額面100円につき100

円 
d) 転換価額          149,500円
e) 権利行使期間 2006年10月４日
        ～2010年10月１日

(4) 取得前後の所有株式の状況 
a) 異動前の株式所有数    0株
b) 取得株式数     23,200株
c) 異動後の株式所有数 23,200株
  （所有割合     27.4％ 
   新株予約権行使後 33.2％）

(5) ㈱ゲームポットの概要 
a) 名称 ㈱ゲームポット 
b) 主な事業内容 
   オンラインゲーム事業 
   モバイルコンテンツ事業 
c) 本店所在地 
   東京都港区高輪３－26－33 
d) 代表者 
   代表取締役会長 安田  剛
   代表取締役社長 植田 修平

(6) 資金調達の方法 
すべて自己資金により充当します。

――――― 
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