
平成 18 年 12 月 26 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 朝 日 ネ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 山 本 公 哉 

（コード番号：３８３４ 東証第二部） 

問 合 せ 先 

代表取締役副社長兼

コーポレート本部長 

梅 村 守 

（ TEL. ０３-３５６９-３５１１） 

 

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ  

 

  当社は、本日、平成 18 年 12 月 26 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

  

 <添付資料> 

 平成 19 年３月期 中間決算短信（非連結） 

  ※ 発表済みの財務諸表等に基づき作成しております。 

 

以上 
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平成19年３月期 中間決算短信(非連結)  

平成18年12月26日 

上 場 会 社 名 株 式 会 社 朝 日 ネ ッ ト  上場取引所 東証二部 

コ ー ド 番 号 ３８３４  本社所在都道府県 東京都 

 (URL http://asahi-net.jp)    

代 表 者 役職名 代表取締役社長             氏 名 山本 公哉 

問合わせ先責任者 役職名 代表取締役副社長兼コーポレート本部長 氏 名 梅村 守 

   TEL (03)3569－3511   

決算取締役会開催日 平成18年11月６日  配 当 支 払 開 始 日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有(１単元 1,000株)    

 

1. 19年３月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 (1) 経 営 成 績                          （百万円未満切捨表示） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％ 

18年９月中間期 2,629 6.5 639 △8.9 635 △9.4 

17年９月中間期 2,468 ― 701 ― 701 ― 

18年３月期 5,018  1,200  1,201  

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭  円 銭  
18年９月中間期 374 703.3 12 45 ― ― 

17年９月中間期 46 ― 81 30 ― ― 

18年３月期 346  597 52 ― ― 

 

 (注) ① 持分法投資損益  該当事項はありません。 

    ② 期中平均株式数  18年９月中間期 30,106,429株  17年９月中間期  574,000株  18年３月期  580,362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示し

ております。なお、平成17年９月中間期は中間財務諸表の作成初年度であることから対前年中間期増減率につ

いては記載しておりません。 

    ⑤  平成18年８月９日付で１株につき50株の割合で株式分割を行っております。 

      当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり中間（当期）純利益は、以下のとおりです。 

      17年９月中間期  １円63銭 18年３月期  11円95銭   

 

 (2) 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  

18年９月中間期 6,819 5,906 86.6 191 85 

17年９月中間期 5,152 4,749 92.2 8,274 30 

18年３月期 5,665 5,297 93.5 8,878 33 

 

 (注) ① 期末発行済株式数 18年９月中間期 30,785,000株  17年９月中間期  574,000株  18年３月期 596,700株 

    ② 期末自己株式数 18年９月中間期     －株  17年９月中間期    －株  18年３月期    －株 

    ③ (1)経営成績に記載のとおり、平成18年８月９日付で１株につき50株の割合で株式分割を行っております。 

      当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり純資産は、以下のとおりです。 

      17年９月中間期  165円49銭 18年３月期  177円57銭   

 

 (3) 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 
 

18年９月中間期 901 △88 228 5,583 

17年９月中間期 ― ― ― ― 

18年３月期 ― ― ― ― 

 (注) 当社は、平成18年３月期は連結財務諸表作成会社であったため、平成17年９月中間期及び平成18年３月期の個別

キャッシュ･フロー計算書は作成しておりません。 

 

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） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％  百万円 ％ 百万円 ％ 

通    期 5,502 9.6 1,289 7.4 1,232 2.6 673 94.3 

 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 20円75銭 

 (注)  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、対前年増減率を示しております。
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3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― 150.00 150.00 

19年３月期(実績) ― ― 

19年３月期(予想) ― 7.00 

7.00 

 (注) (1)経営成績に記載のとおり、平成18年８月９日付で１株につき50株の割合で株式分割を行っております。 

    当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり配当金は、以下のとおりです。 

    18年３月期  3.00円   

 

※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ

って予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料の 7 ページを参照してください。 
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１ 企業集団の状況 

  該当事項はありません。 

 

２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

わが国のＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダー）業界は、インターネット人口の増加にとも

ない市場規模が拡大しております。平成18年12月現在インターネット利用者数は7500万人を超え、なか

でも光ファイバー（ＦＴＴＨ）接続を中心にインターネットのブロードバンド化が急速に進んでおりま

す。また、ＩＰ電話をはじめとする新たなインターネットサービスが次々と開発・提供され、ＩＳＰ業

界における収益源の多角化が図られております。 

当社の経営の基本方針は、先進的で高品質なインターネット接続サービスを適切な価格で安定的に提

供することにあります。すなわち当社は、単に規模の「最大」を図るのではなく、成長と投資のバラン

スをとりながらサービスの質を重視し、会員にとっての「最適」を目指してまいります。「接続料金」、

「回線の安定性」、「回線の速度」、「サポート」といった実質的な価値の向上を通じて１人でも多く

のＡＳＡＨＩネット推奨者を増やしていくことが極めて重要であると考えております。また、当社は、

ブロードバンドの普及を背景に当社の理念である「交流と創造」に寄与する新規サービスを自社開発し、

インターネット接続サービスとともに総合的に提供するコミュニケーション・サービス・プロバイダー

として自らの社会的、経済的価値を最大化するべく努力してまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営

体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方

針としております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

  当社の経営の基本方針である先進的で高品質なサービスを適切な価格で継続的に提供していくため 

には、高収益体質の維持が重要であると考えており、営業利益率および経常利益率を収益性の財務的指

標としております。また、「最大」ではなく「最適」を目指すという基本方針から、ＡＳＡＨＩネット

会員の顧客満足度（第三者機関による顧客満足度調査による）を重視しております。 

当社のコアビジネスであるインターネット接続サービスにつきましては、会員制ビジネスであること

から会員数の増大を図ることが将来の収益源を確保することにつながっております。特に、ＦＴＴＨ

（光ファイバー）に代表されるブロードバンドが急速に拡大しているなか、ブロードバンドを利用する

会員数の増大を図ることが重要な経営課題であります。こうした観点からＡＳＡＨＩネット会員数、Ａ

ＳＡＨＩネット会員数におけるブロードバンド会員数および退会率を重要な指標としております。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

インターネットのブロードバンド化が進展するなか、当社のコアビジネスであるインターネット接続

サービスを安定的に成長させるとともに、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）な

どに代表されるＷｅｂ２．０関連サービスの拡充を図ることが中長期における経営戦略の重要課題であ

ると考えております。 
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インターネット接続サービスにつきましては、ＦＴＴＨの拡販に注力し、従来からの高い収益性を維

持しながら会員増を図る健全なる成長に向けて努力してまいります。特にＮＴＴのアクセス回線使用料

と当社のネット接続料を一括で支払えるワンストップサービス「ＡＳＡＨＩネット 光ｗｉｔｈフレッ

ツ」、ＫＤＤＩ株式会社との提携による「ＡＳＡＨＩネット ひかりｏｎｅ」および家庭内電気配線を

利用した高速電力線通信（ＰＬＣ）などの新サービス、新技術を積極的に導入し、新規会員の獲得を図

ります。 

Ｗｅｂ２．０関連サービスにつきましては、「ＡＳＰ型グループウェア」、「ブログ」、「ＳＮＳ」

の各分野において自社開発エンジンを利用した新規サービスを提供してまいります。当社の強みである

ソフト開発力を最大限に生かすことにより、新規サービスの創出と高収益体質の維持の双方の同時実現

を目指します。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

ブロードバンドへの移行が急速に進んでいる状況の中で、当社の接続サービスにおける課題は、ＦＴ

ＴＨ利用者を積極的に獲得していくことによって、ブロードバンド市場でのＡＳＡＨＩネットのシェア

を拡大するとともに、ＦＴＴＨなどのインターネット接続サービスを基盤に、インターネット関連サー

ビスを拡張し、顧客単価の増大により収益基盤を拡充していくことが重要であると考えております。 

このような状況の下、当社は以下の諸点を対処すべき課題と捉え、より一層の経営体質の強化を図っ

てまいります。 

 

① ＦＴＴＨの拡販 

ナローバンドやＡＤＳＬからＦＴＴＨへ移行する利用者が増加している中で当社のＦＴＴＨを拡販

するには、当社の既存会員のＦＴＴＨへの移行を促すだけでなく、ＦＴＴＨを利用する新規会員の増

大を図ることが課題です。ＦＴＴＨへの移行をきっかけに競合他社から当社への乗り換えを促すため

に、効率的なプロモーション活動で顧客満足度の高いＡＳＡＨＩネットの認知度を上げると共に、入

会チャンネルの多様化と増強を図ってまいります。また、提携電気通信事業者との共同キャンペーン

展開によるＦＴＴＨ拡販も図ります。新規の提携電気通信事業者からＦＴＴＨを調達する新たなＦＴ

ＴＨサービスの提供も課題です。 

当社の収益構造は、会員からのインターネット接続料収入を基礎としているため、会員獲得の増大

が収益基盤の向上につながります。 

 

② ブランドの構築と顧客満足度の維持、向上 

平成18年３月期の当社の全回線における平均退会率は0.98％と１％を下回るレベルにありますが、

今後も退会を抑止し､さらに競合他社からの乗り換えを促進していくことが重要であると認識しており

ます。そのためには、質の高い会員サービスと安定した接続環境を提供していくことによって、ブラ

ンドを構築し、顧客満足度の維持、向上に努めることが重要な課題です。 

当社の顧客満足度は専門誌等（「日経パソコン 2006/12/25号」「日経マーケット・アクセス『家庭

のインターネット環境利用実態調査2006年上期』」）でプロバイダーランキング総合１位との高い評

価を得ていますが、顧客満足度の維持、向上に努めブランド力を高めていくために、ＡＳＡＨＩネッ

トのホームページを常に見直し、インターネット利用者に対して一貫したメッセージを発信してまい

ります。同時に、ブロードバンドの普及に伴うトラフィック増大に対応して、当社が培ってきたノウ
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ハウを活かした適切な方策によってバックボーン回線の増強を図り、高品質のサービスを提供し続け

るよう努めてまいります。 

また、より広範な層の会員を獲得するために当社のサービスの認知度を向上させていくことも重要

な課題であり、そのためのＰＲ活動等にも注力してまいります。 

 

③ 新規サービスの提供 

当社のインターネット接続サービス利用者に対して、ブロードバンド環境を背景にした新規のイン

ターネット関連サービスを提供することによって、顧客満足度をいっそう高めるとともに、インター

ネット接続サービスとの相乗効果により顧客１人あたりの売上高増大を図ることが今後の課題になり

ます。特にＷｅｂ２．０に関連したブログおよびＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）に

つきましては、基幹プログラム（エンジン）を自社開発し、これらのエンジンを応用したビジネス用

ブログの提供、教育機関向ＳＮＳ「ｍａｎａｂａ」の販売活動を開始しておりますが、これらのサー

ビスの機能強化を図るとともに家族向けＳＮＳ「トライブス（仮称）」のリリースも予定しておりま

す。また、セキュリティに関する需要の高まりに対応したホスティングサービス「セキュアホスティ

ング」の販売を開始いたしました。従来のメールのウイルスチェック、迷惑メール対策をはじめ、よ

り安全にインターネットが利用できる機能の提供を充実させてまいります。 

これらの新規サービスに関しましては、それぞれのサービスごとに顧客ターゲットを見据えた多様

なサービス形態を提供し、市場に受け入れられる適切な価格を設定し、効果的な販売促進活動を展開

することが重要な課題です。 

また、技術革新が速く環境変化の激しいインターネット関連サービスの分野においては、開発時間

の短縮や販売強化を図るため、開発力や販売力の高い企業などとの業務提携も課題となってまいりま

す。 

 

④ 人材の確保及び育成 

インターネットの技術革新のスピードに対応し、企業価値を継続的に高めていくには、優秀な人材

の確保、育成が必要不可欠となります。当社においては、パソコン通信時代より培われた豊富な知識

と経験を基盤に様々なインターネットサービスを提供しておりますが、今後の業容の拡大とインター

ネットの新技術に迅速に対応すべく、技術系を中心とする優秀な人材の確保が重要な課題であると認

識しております。特にＷｅｂ２．０に関連した新規サービス開発要員の充実に注力してまいります。 

 

⑤ 個人情報保護法への対応 

個人情報保護法については、同法の全面施行にさきがけ、社内に情報セキュリティ委員会を組織し、

平成14年10月には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が発行する「安全・安心

マーク」の使用許諾審査に合格するなど、セキュリティ対策や個人情報保護対策に積極的に取り組ん

でまいりました。今後も継続的に個人情報保護法の認識を徹底させる教育を行い、情報漏洩防止に向

けた管理体制を強化してまいります。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

 当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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３ 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油、素材価格の高騰などの懸念材料があるものの、企業収

益の改善や設備投資の増加が進み、景気は引き続き好調に推移しました。 

ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）業界におきましては、光ファイバーの敷設が全国

的に推進され、光ファイバーを所有する電気通信事業者による大規模な販売促進政策もあり、ＦＴＴＨ

接続会員が増加しました。 

このような状況の下、当社が主催、運営しておりますＡＳＡＨＩネットにおいては、新たなサービス

として、平成18年４月より多チャンネル放送とビデオオンデマンドの視聴が楽しめるブロードバンド映

像サービス「ＡＳＡＨＩネットＴＶ（アサヒネットテレビ）」を開始し、インターネットのトリプルプ

レイ（インターネット接続・ＩＰ電話・ＴＶ）への対応が完了いたしました。また、６月には「セキュ

アホスティング」の名称で、専用サーバー並みのセキュリティを確保したホスティングサービスの提供

を開始、９月には低価格ＡＤＳＬ接続サービス「超割ＡＤＳＬコース」の提供を開始するなど、インタ

ーネットサービスの拡充を図ってまいりました。 

ＡＳＡＨＩネットの総会員数は当中間会計期間末で361千人（前事業年度末日比15千人増）となり、

そのうちブロードバンド会員数は198千人（前事業年度末日比20千人増）、ブロードバンド会員比率で

は55.0％（前事業年度末日比3.6ポイント増）となりました。とりわけＦＴＴＨ接続会員数は92千人

（前事業年度末日比22千人）となり、ナローバンドからブロードバンドへの移行が継続しております。 

以上の結果、当中間会計期間における売上高は2,629百万円（前年同期比6.5％増）となりました。ま

た、ＦＴＴＨ接続会員数が伸びたことにより、通信回線使用料が増加し、その結果、営業利益は639百

万円（前年同期比8.9％減）、経常利益は635百万円（前年同期比9.4％減）となり、税金費用を差引い

た中間純利益は374百万円（前年同期比703.3％増）となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 財政状態と流動性分析 

当中間会計期間末の総資産は6,819百万円（前事業年度末は5,665百万円）となり、前事業年度末に

比べ1,154百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が1,042百万円増加したこと等による

ものであります。 

負債合計は913百万円（前事業年度末は367百万円）となり、前事業年度末に比べ546百万円の増加と

なりました。これは主に、未払法人税等が291百万円増加したことに加え、未払金が248百万円増加し

たこと等によるものであります。 

純資産合計は5,906百万円（前事業年度末は5,297百万円）となり、前事業年度末に比べ608百万円の

増加となりました。これは主に平成18年８月に実施した第三者割当増資により資本金、資本準備金が

それぞれ161百万円増加したことに加え、利益剰余金が285百万円増加したことによるものであります。 

以上により、流動比率は703.0％（前事業年度末は1,443.6％）となり、前事業年度末と比べ740.6ポ

イントの減少となりました。自己資本比率は86.6％（前事業年度は93.5％）となり、前事業年度末と

比べ6.9ポイントの減少となりました。 

② キャッシュ･フローの分析 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比

べ1,042百万円増加し、5,583百万円となりました。 
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なお、前中間会計期間は中間連結キャッシュ･フロー計算書を作成しており、当中間会計期間より個

別キャッシュ･フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

当中間会計期間における各キャッシュ･フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果得られた資金は901百万円となりました。これは主に税引前中間純利益634百万円、

売上債権の増加額152百万円、仕入債務の増加額223百万円、法人税等の還付額125百万円があったこと

等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動の結果使用した資金は88百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

74百万円があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果得られた資金は228百万円となりました。これは主に第三者割当増資の実施による株

式の発行による収入321百万円、配当金の支払額89百万円があったことによるものであります。 

 

当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

 

期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 87.5 92.2 93.5 86.6 

時価ベースの株主資本比率（％） ― ― ― ― 

債務償還年数（年） ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― ― 

（注）各指標は、以下の計算式により算出しております。 

     自己資本比率            ： 自己資本÷総資産 

     時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額÷総資産 

     債務償還年数            ： 有利子負債÷営業キャッシュ･フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： 営業キャッシュ･フロー÷利払い 

 

(3) 通期の見通し 

 下半期のわが国経済の見通しといたしましては、好調な企業収益を背景に、個人消費、設備投資など

の国内民間需要に支えられた景気回復が続くものと思われます。 

 また、インターネット業界におきましては、好調な法人需要が今後とも見込まれるうえ、ＮＴＴによ

る光ファイバー網の整備の拡大にともない、ＦＴＴＨ接続会員は継続的に増加するものと思われます。 

 このような環境の下、当社は「２ 経営方針 (5) 会社の対処すべき課題」に記載いたしました施策

の実施により、売上高5,502百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益1,289百万円（前年同期比7.4％

増）、経常利益1,232百万円（前年同期比2.6％増）、当期純利益673百万円（前年同期比94.3％増）を見

込んでおります。 
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４ 事業等のリスク 

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下において記載してお

ります。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める所存であります。記載した事項のうち将来に関する事項は、別段の定めのない限り、本書提

出日現在において入手可能な情報から当社が判断または予測したものであります。 

 

  (1) 事業環境の変化について 

 平成18年９月末におけるわが国のブロードバンド契約数は2,504万人となり、インターネットはブ

ロードバンドが主流となってきております。とりわけＦＴＴＨ契約数は715万人に達し、前年同月比

180％と高い成長性を示しております。しかし、インターネット接続全体の契約数は、平成18年３月

末においては前年同月比105％となっており、ナローバンド接続利用からブロードバンド接続利用へ

の移行が大きく進んでいるものの、インターネット利用者全体の市場は成熟しつつあると推定されま

す。（総務省の調査による） 

  当社は、依然として増大が見込めるＦＴＴＨ市場でのシェア拡大による成長を目論んでいますが、

ＦＴＴＨ会員の獲得が計画通りに遂行できなければ、会員数の伸び率が低下する可能性があります。

また、ＦＴＴＨ市場もいずれ成熟していくと想定され、市場の成熟にともなって当社のインターネッ

ト接続会員の伸び率が低下していく可能性があります。 

 

  (2) 競合について 

 当社のインターネット接続サービスにおける主な競合相手は、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電気通信事業者や、インターネット接続事業者です。競合他社においては、当

社に比べ大きな資本力、技術力、販売力等の経営資源、幅広い顧客基盤、高い知名度等を有している

企業が存在いたします。競合他社の営業方針や価格設定によっては、競合他社との競争がさらに激化

する可能性があり、それによって当社の業績および財務状況が影響を受ける可能性があります。 

 

  (3) 収益構造について 

 当社事業におけるインターネット接続サービスの収入が売上高全体に占める割合は、平成18年３月

期において78.5％となっております。インターネット接続サービスの収益構造は、インターネット接

続サービス利用料等の売上のほか、新規会員獲得に伴い提携電気通信事業者から支払われる販売報奨

金などの売上や、新規会員獲得費用および通信回線使用料などの経費に影響されます。 

 当社は、収益の大半を占めるインターネット接続サービス利用料およびインターネット関連サービ

ス利用料のほかに、主にＦＴＴＨ接続会員の新規獲得数の状況に応じて、提携電気通信事業者より販

売報奨金収入を得ております。今後において、ＦＴＴＨ接続会員数の増加に伴い、当該販売報奨金収

入が売上高に占める比率が一時的に増加することも予想され、当社の収益構造に影響を与える可能性

があります。 

 新規会員獲得費用については、ＦＴＴＨが一定程度普及するまでは、初期費用や月額利用料の無料

化等のキャンペーンが持続する可能性も高く、新規会員獲得による月額利用料等の収入化に先行して、

提携電気通信事業者への回線利用料等の費用が発生するため、一時的に当社の収益を悪化させる要因

となります。また、新規会員獲得費用は市場動向や競合他社の営業施策等に影響を受ける要素が多く、

状況によっては、追加費用の発生等により、収益化までの期間が更に長期化する可能性があります。 
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当社は、新規会員獲得費用の増加による当社収益に与える影響の低減のため、新規会員獲得数の状況

に応じて提携電気通信事業者から販売報奨金を獲得することに努めております。 

 また、通信回線使用料にはバックボーン回線費用が含まれますが、当該バックボーン回線費用はユ

ーザーのインターネット利用によって発生する通信トラフィックなどに大きく影響されます。従って、

ＦＴＴＨ接続およびＡＤＳＬ接続を利用するブロードバンド接続会員の増加、ウイルス、スパムメー

ル、無料動画配信などによる大量の通信トラフィック消費、およびその他予期せぬ原因による通信ト

ラフィックの増加によって通信回線費用は大きく増加する可能性があり、結果として当社の収益に影

響を与える可能性があります。 

 

  (4) 技術革新について 

 インターネット接続サービスやインターネット関連サービスは、技術革新が著しく、当社が技術革

新への対応に遅れた場合は、新規サービスの開発や導入が滞り、新規会員の獲得や維持に支障が生じ

るなど、競争力が低下していく可能性があります。また、当社が設備投資を行った資産が技術革新に

より陳腐化し、利用価値または資産価値が著しく下落する可能性があります。 

 

  (5) 営業拠点のある関東地域の売上高比率が高いことについて 

 当社会員への総売上高における関東地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、

茨城県）での売上高比率は、平成18年３月期において個人会員60.6％、法人会員57.9％であり、この

比率は過去３年間、大きく変動しておりません。関東地域の人口比率は32.5％程度（総務省統計局

「平成17年 国勢調査結果のデータから算出）ですから、当社の売上高比率は関東地域にやや偏って

いると言えます。 

 当社が全国ブランドとして今後も成長していくには、特に西日本エリアでの販売強化が課題であり、

総務省による「次世代ブロードバンド戦略２０１０(案)（官民連携によるブロードバンドの全国整

備）」などに沿って、地方における販売強化を実施する計画ですが、計画が十分に遂行できない場合

には、事業の成長が損なわれる可能性があります。 

 また、関東地域において新規参入業者により競争が激化すると、当社の業績および財務状況が悪化

する可能性があります。 

 

  (6) 障害や災害などによるサービスの中断や停止について 

 当社のインターネット接続サービスにおける通信回線は、それぞれの電気通信事業者が管理してい

ます。 

 また、ネットワーク機器、各種サービス提供用サーバー、課金および顧客管理用サーバーなど、当

社のインターネットサービス提供に係わるすべての機器については、当社において24時間365日の管

理体制を敷いて管理されております。 

 しかし、当社におけるシステム障害や電気通信事業者における回線障害などによって、当社が提供

するサービスの中断や停止が発生する可能性があります。また、地震、火災、洪水などの自然災害、

戦争、暴動、テロなどの破壊行為やウイルス混入、サイバーテロなど情報セキュリティ侵犯などによ

って、当社が提供するサービスの中断や停止が発生する可能性があります。 

 これらの事情によって当社が提供するサービスの中断や停止が発生した場合、当社の信用が毀損さ

れたり、当社の業績および財務状況が影響を受ける可能性があります。 
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  (7) 当社インターネットサービスの品質について 

 当社は、会員の増加や通信トラフィックの増加に対応して、通信回線を増強するとともに、ネット

ワーク機器やサーバーなどの設備投資を継続的かつ適切に実施することによって、インターネットサ

ービスの品質の維持・改善を図っております。設備投資につきましては、コスト管理を徹底して過剰

投資にならないよう努めております。 

 今後、何らかの要因によって適切な設備投資が実施できなかった場合、サービス品質の低下、過度

な設備投資による費用の増加などが発生し、当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

  (8) 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社との「注文取次業務に関する契約書」について 

 当社は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の通信回線等取次業務を「注文取

次業務に関する契約書」に基づき行い、ＡＳＡＨＩネット会員へ当該通信回線等を販売することによ

り販売報奨金収入を得ております。従って、当該契約の終了や契約内容の変更などの事態が発生した

場合、当社の営業戦略や価格政策の見直しが必要になる可能性があり、当社の業績および財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

  (9) 提携電気通信事業者との契約について 

 当社は、提携電気通信事業者であるイー・アクセス株式会社、株式会社アッカ・ネットワークス、

東京電力株式会社および株式会社ＴＯＫＡＩとＡＤＳＬ接続またはＦＴＴＨ接続サービスにおけるア

クセス回線の提供に関する契約を締結し、当該アクセス回線の提供を受けております。 

 今後、契約終了や契約内容変更などの事態が発生した場合、当社の営業戦略や価格政策の見直しが

必要になる可能性があり、その内容によっては当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

  (10) 人材の育成及び確保について 

 当社が安定した成長を続けるには、高い技術力を持つシステム部門において優秀な技術要員を確保

し続けることをはじめ、各部門において多様な能力を持つ優秀な人材を確保していく必要があります。

現時点においては、新卒採用、中途採用などで人材を確保し、人材育成も順調に行っておりますが、

必要な人材を十分に採用、育成できなかった場合、特に新規のインターネット関連サービス開発要員

の確保が十分に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。 

 

  (11) 法的規制について 

   ① 電気通信事業法 

 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

受けております。また、当社は同法が規定している内容を社員・役員に徹底し、この法令に則って事

業を展開しております。同法には、届出の取消事由等の定めはありませんが、何らかの事由によって

監督官庁から行政処分などを受けた場合、当社の事業展開に悪影響を及ぼす可能性や、事業が行えな

くなる可能性があります。 
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     ② 個人情報保護法 

 当社は多数の会員の個人情報を蓄積しており、個人情報の取扱いに関しては個人情報保護法の規制

を受けております。当社では個人情報保護法に則った個人情報保護方針に基づいて、適切な個人情報

保護運営に努めておりますが、万一、当社の持つ個人情報が外部に流出した場合には、その事後処理

に相当の費用を要したり、損害賠償請求を受けたり、信用が毀損される可能性があります。 

     ③ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律など 

 近年、国内において、インターネット上の各種不正・迷惑行為を取り締まる法律が整備されつつあ

ります。不正アクセス行為の禁止等に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、

特定商取引に関する法律の一部改正（迷惑メール対策）、不正競争防止法の一部改正法（サイバース

クワッティング対策）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律など、インターネット関連サービス

を直接規制するものではありませんが、その対応のため当社の費用負担が著しく増加する可能性があ

ります。また、これらの法規制に対する当社の対応が不適切であった場合には、当社の信用が毀損さ

れ、当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

     ④ プロバイダ等責任制限法 

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ等

責任制限法）は、特定電気通信による情報の流通によってプライバシーや著作権などの権利侵害があ

ったときに、プロバイダなどの特定電気通信役務提供者が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の

情報の開示を請求する権利を定めた法律ですが、この法律に基づき、権利侵害を受けた被害者から情

報開示の訴訟などを起こされる可能性があり、当社の対応が不適切であった場合には、当社の信用が

毀損され、当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

     ⑤ 特定商取引法など 

 当社はインターネットのウェブサイト上においても会員の募集、申し込み受け付けを行っており、

これは「通信販売」として特定商取引法の規制を受けることとなり、販売条件等の表示義務、誇大広

告等の禁止等の規制を受けるほか、不当景品類及び不当表示防止法における各種表示義務の規制を受

けております。これらの法規制に対する当社の対応が不適切であった場合には、当社の信用が毀損さ

れ、当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

     ⑥ その他の法規制 

 今後、インターネット上での紛争解決の責任の一部を電気通信事業者に負わせる法制度が増加する

可能性があり、その他にも当社の事業に関わる法規制が新設または強化されることもあり得ます。そ

のような場合には、当社の事業運営の自由度や迅速性が損なわれたり、予期せぬコスト負担が発生し

て、当社の業績および財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  (12) 知的財産権について 

 当社は、インターネット関連サービスなどの事業展開にあたって、他社の知的財産権を侵害するこ

とがないよう十分に注意しておりますが、何らかの事情によって他社の知的財産権を侵害する恐れを

完全に否定することはできません。他社の知的財産権を侵害するような事態が発生した場合、該当サ

ービス提供の中止、サービス提供手段等の変更、使用許諾料負担などの対処が必要となり、当社の事

業展開等に影響を及ぼす可能性があります。 
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  (13) ＫＤＤＩ株式会社による東京電力株式会社の光事業統合の影響について 

 平成18年10月12日、ＫＤＤＩ株式会社と東京電力株式会社の両社は「平成19年１月１日に、ＫＤＤ

Ｉに東京電力の光ネットワーク・カンパニーに係る事業を統合する。」と報道発表しました。当社の

ＦＴＴＨサービスの一つである、「ＡＳＡＨＩネット ＴＥＰＣＯひかり」は、東京電力株式会社光

ネットワーク・カンパニーからＦＴＴＨ回線を仕入れており、上記ＫＤＤＩ株式会社へ統合される事

業の一つであります。現在、東京電力株式会社との提携によって提供しているＦＴＴＨサービス（Ａ

ＳＡＨＩネット ＴＥＰＣＯひかり）の取引条件などが大幅に変更になった場合、当社の事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は平成18年12月13日より、ＫＤＤＩ株式会社と連携して

新たなＦＴＴＨサービス「ＡＳＡＨＩネット ひかりｏｎｅ」を提供しております。 

 

  (14) 「ＡＳＡＨＩネット 光ｗｉｔｈフレッツ」の売上計上方法について 

 当社の主力商品となりつつある「ＡＳＡＨＩネット 光ｗｉｔｈフレッツ」の売上計上方法は、他

のブロードバンド接続サービスと異なっております。 

 「ＡＳＡＨＩネット ＡＤＳＬ」や「ＡＳＡＨＩネット ＴＥＰＣＯ ひかり」などのブロードバン

ド接続サービスは提携電気通信事業者からアクセス回線を仕入れて利用者に提供し、そのアクセス回

線の利用料も含めてインターネット接続サービス利用料として会員に対して売上を計上しております。 

 ワンストップサービスメニューである「ＡＳＡＨＩネット 光ｗｉｔｈフレッツ」につきましは、

アクセス回線の利用料を含めてインターネット接続サービス利用料として会員に対して請求しており

ますが、実態はアクセス回線利用料の回収代行ですから、請求額からアクセス回線利用料を除外した

分を売上として計上しております。会員に請求したアクセス回線利用料は預かり金の形で提携電気通

信事業者（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社）に支払っております。 

 今後、「ＡＳＡＨＩネット 光 ｗｉｔｈフレッツ」のアクセス回線提供に関する条件変更など何ら

かの事由によって取引実態が変更になった場合には、「ＡＳＡＨＩネット 光ｗｉｔｈフレッツ」の

売上計上方法がアクセス回線利用料を含んだ金額による売上計上になる可能性があり、当社の売上高

が大きく変動することが考えられます。 
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５ 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 

注記 

番号 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  4,159,087   5,583,116   4,540,837   

２ 売掛金  555,557   761,714   609,283   

３ たな卸資産  306   6,953   2,373   

４ 未収還付法人税等  －   －   125,926   

５ その他  134,713   72,635   25,852   

  貸倒引当金  △23,461   △1,078   △1,115   

流動資産合計   4,826,203 93.7  6,423,340 94.2  5,303,158 93.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1 191,124   229,178   201,494   

２ 無形固定資産  27,509   27,209   25,014   

３ 投資その他の資産  107,756   140,012   135,377   

固定資産合計   326,390 6.3  396,400 5.8  361,886 6.4 

資産合計   5,152,593 100.0  6,819,740 100.0  5,665,044 100.0 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  116,721   131,509   124,918   

２ 未払金  －   404,289   168,175   

３ 未払法人税等  61,415   300,118   8,205   

４ 販売促進引当金  44,395   49,521   48,849   

５ その他 ※2 180,611   28,238   17,196   

流動負債合計   403,143 7.8  913,677 13.4  367,345 6.5 

負債合計   403,143 7.8  913,677 13.4  367,345 6.5 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   28,700 0.6  － －  152,780 2.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  179,048   －   303,108   

資本剰余金合計   179,048 3.5  － －  303,108 5.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  5,822   －   5,822   

２ 中間(当期)未処分 

  利益 

 4,535,878   －   4,835,987   

利益剰余金合計   4,541,701 88.1  － －  4,841,810 85.4 

資本合計   4,749,450 92.2  － －  5,297,699 93.5 

負債資本合計   5,152,593 100.0  － －  5,665,044 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 

注記 

番号 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

金額(千円) 

構成比 

(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  314,280 4.6 －  － 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   464,608   －   

資本剰余金合計   － －  464,608 6.8  － － 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   5,822   －   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   5,121,352   －   

利益剰余金合計   － －  5,127,174 75.2  － － 

株主資本合計   － －  5,906,063 86.6  － － 

純資産合計   － －  5,906,063 86.6  － － 

負債純資産合計   － －  6,819,740 100.0  － － 
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② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

要約損益計算書 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

区分 

注記 

番号 

金額(千円) 

百分比 

(％) 

金額(千円) 

百分比 

(％) 

金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   2,468,887 100.0  2,629,860 100.0  5,018,695 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,231,963 49.9  1,448,445 55.1  2,648,113 52.8 

売上総利益   1,236,923 50.1  1,181,415 44.9  2,370,582 47.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   535,178 21.7  542,179 20.6  1,170,003 23.3 

営業利益   701,744 28.4  639,235 24.3  1,200,579 23.9 

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,615 0.1  4,093 0.2  3,271 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※2  1,982 0.1  8,020 0.3  2,713 0.1 

経常利益   701,377 28.4  635,308 24.2  1,201,137 23.9 

Ⅵ 特別損失 ※3  582,588 23.6  1,078 0.1  599,293 11.9 

税引前中間(当期) 

純利益 

  118,789 4.8  634,230 24.1  601,843 12.0 

法人税、住民税 

及び事業税 

 61,424   293,983   227,939   

法人税等調整額  10,696 72,120 2.9 △34,622 259,361 9.8 27,126 255,065 5.1 

中間(当期)純利益   46,668 1.9  374,869 14.3  346,777 6.9 

前期繰越利益   4,489,210   －   4,489,210  

中間(当期)未処分 

利益 

  4,535,878   －   4,835,987  
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

 

株主資本 

資本剰余金  

資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 152,780 303,108 303,108 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 161,500 161,500 161,500 

 剰余金の配当（注） － － － 

 中間純利益 － － － 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 

161,500 161,500 161,500 

平成18年９月30日残高(千円) 314,280 464,608 464,608 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

利益準備金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 5,822 4,835,987 4,841,810 － 5,297,699 

中間会計期間中の変動額      

 新株の発行 － － － － 323,000 

 剰余金の配当（注） － △89,505 △89,505 － △89,505 

 中間純利益 － 374,869 374,869 － 374,869 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 

－ 285,364 285,364 － 608,364 

平成18年９月30日残高(千円) 5,822 5,121,352 5,127,174 － 5,906,063 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間、前事業年度は、中間連結キャッシュ･フロー計算書および連結キャッシュ･フ

ロー計算書を作成しているため、当中間会計期間に係る中間キャッシュ･フロー計算書のみを記載

しております。 

  

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

区分 

注記 

番号 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前中間純利益  634,230 

  減価償却費  65,995 

  貸倒引当金の減少額  △36 

  販売促進引当金の増加額  672 

  受取利息及び受取配当金  △499 

  株式交付費  1,130 

  上場準備費用  6,868 

  有形固定資産除却損  1,078 

  売上債権の増加額  △152,430 

  たな卸資産の増加額  △4,579 

  仕入債務の増加額  223,676 

  その他  1,052 

小計  777,157 

  利息及び配当金の受取額  499 

  法人税等の支払額  △1,486 

  法人税等の還付額  125,342 

営業活動によるキャッシュ・フロー  901,513 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出  △74,811 

  無形固定資産の取得による支出  △6,577 

  その他  △6,806 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △88,195 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  配当金の支払額  △89,505 

  株式の発行による収入  321,869 

  その他  △3,403 

財務活動によるキャッシュ・フロー  228,961 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,042,278 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,540,837 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,583,116 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券 

 関係会社株式 

  移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  また、機械装置及び工具器具備

品については、実質的残存価額

（備忘価額１円）まで償却を行っ

ております。 

  なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。 

  建物      ３年～15年 

  機械装置    ３年～６年 

  工具器具備品  ２年～５年 

 

 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における見込利

用期間（５年以内）に基づく定額

法によっております。 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

 

3.  

 

 

 

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

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

 (2) 販売促進引当金 

  販売促進を目的として実施する

特定の接続サービスに対する無償

キャンペーン期間に係る回線使用

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券 

  

 

 その他有価証券 

同左 

 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法によっております。 

  また、機械装置及び工具器具備

品については、実質的残存価額

（備忘価額１円）まで償却を行っ

ております。 

  なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。 

  建物      ３年～15年 

  機械装置    ３年～６年 

  工具器具備品  ２年～５年 

 (2) 無形固定資産 

同左 

   

 

 

 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 

3. 繰延資産の処理方法 

  株式交付費は、支出時に全額費

用として処理しております。 

 

4. 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 (2) 販売促進引当金 

  販売促進を目的として実施する

特定の接続サービスに対する無償

キャンペーン期間に係る回線使用

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券 

 

 

 その他有価証券 

同左 

 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産 

同左 

   

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

3. 繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時に全額費

用として処理しております。 

 

 

4. 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 (2) 販売促進引当金 

  販売促進を目的として実施する

特定の接続サービスに対する無償
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前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

料の当社負担額に備えるために、

当中間会計期間末以降負担すると

見込まれる額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

  当社は、従来よりキャンペーン

を実施した際に顧客の通信回線利

用料を負担し、支払時に費用計上

してきましたが、顧客の回線利用

料等の負担金額の重要性が増した

こと及び負担金額を合理的に見積

ることが可能な契約であることか

ら、より適正な期間損益を算出

し、財務内容の健全性を図るた

め、当中間会計期間より当中間会

計期間末以降に負担すると見込ま

れる金額を販売促進引当金として

計上することと致しました。この

結果、従来の方法によった場合と

比較して、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が44,395千円

少なく計上されております。 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. その他中間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 

  税抜方式によっております。 

料の当社負担額に備えるために、

当中間会計期間末以降負担すると

見込まれる額を計上しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 中間キャッシュ･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

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値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

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 

6. その他中間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 

同左 

キャンペーン期間に係る回線使用

料の当社負担額に備えるために、

当事業年度末以降負担すると見込

まれる額を計上しております。 

（追加情報） 

  当社は、従来よりキャンペーン

を実施した際に顧客の通信回線利

用料を負担し、支払時に費用計上

してきましたが、顧客の回線利用

料等の負担金額の重要性が増した

こと及び負担金額を合理的に見積

ることが可能な契約であることか

ら、より適正な期間損益を算出

し、財務内容の健全性を図るた

め、当事業年度より当事業年度末

以降に負担すると見込まれる金額

を販売促進引当金として計上する

ことと致しました。この結果、従

来の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が48,849千円少なく

計上されております。 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. その他中間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 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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）及び「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

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は5,906,063千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

 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 

 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

  「未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前中間期末の「未払金」の金額は155,552千円

であります。 

 



ファイル名:06_注記事項 更新日時:2006/12/21 11:56 印刷日時:06/12/25 18:26 

― 21 ― 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

849,398千円 

 

※2 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債のその他

に含めて表示しております。 

 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

947,831千円 

 

※2 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

916,565千円 

 

 

 

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

※1 営業外収益の主要項目 

 受取利息        434千円 

 広告掲載料      1,000千円 

 紹介手数料       181千円 

 

※2 営業外費用の主要項目 

 為替差損        105千円 

 貯蔵品売却損     1,876千円 

 

 

※3 特別損失の主要項目 

 固定資産除却損     266千円 

 役員退職慰労金   500,000千円 

 関係会社株式評価損  59,999千円 

  貸倒引当金繰入額   22,321千円 

 

4 減価償却実施額 

 有形固定資産    55,717千円 

  無形固定資産     5,352千円 

 

※1 営業外収益の主要項目 

 受取利息        499千円 

 還付加算金      3,294千円 

 紹介手数料       172千円 

 

※2 営業外費用の主要項目 

  株式交付費           1,130千円 

 上場準備費用     6,868千円 

 

 

※3 特別損失の主要項目 

 固定資産除却損    1,078千円 

 

 

 

 

4 減価償却実施額 

 有形固定資産    61,612千円 

  無形固定資産     4,382千円 

 

※1 営業外収益の主要項目 

 受取利息        857千円 

 広告掲載料      1,000千円 

 紹介手数料       359千円 

 

※2 営業外費用の主要項目 

 新株発行費       663千円 

 為替差損        173千円 

 貯蔵品売却損     1,876千円 

 

※3 特別損失の主要項目 

 固定資産除却損    1,384千円 

 役員退職慰労金   500,000千円 

 子会社合併差損    97,909千円 

   

 

4 減価償却実施額 

 有形固定資産    131,723千円 

  無形固定資産     9,871千円 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式

数（株） 

当中間会計期間増

加株式数（株） 

当中間会計期間減

少株式数（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

普通株式 596,700 30,188,300 － 30,785,000 

 （変動事由の概要） 

  普通株式の発行済株式の株式数30,188,300株の増加は、以下の事由によるものであります。 

日付 内容 増加株式数（株） 

平成18年８月９日 普通株式１株を50株に分割 29,238,300 

平成18年８月25日 有償第三者割当増資 950,000 

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

3 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

4 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 

普通株式 89,505 150 平成18年３月31日 平成18年６月24日 

 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

  該当事項はありません。 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間及び前事業年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表における注記事項

として記載していたため、当中間会計期間に係る注記事項のみを記載しております。 

当中間会計期間 

（平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定 5,583,116 

現金及び現金同等物 5,583,116 

  

 

 （リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

 

 （有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 5,000 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 （デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 

 

 

 （ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 

 

 （持分法損益等） 

 該当事項はありません。 
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 （１株当たり情報） 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

１株当たり純資産額  8,274.30円 

１株当たり中間純利益金額 81.30円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。            

１株当たり純資産額   191.85円 

１株当たり中間純利益金額 12.45円 

 

同左 

 

 

 当社は、平成18年８月９日付で株

式１株につき50株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資

産額 

165.49円 

１株当たり中間

純利益金額 

1.63円 

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

金 額 に つ い て

は、潜在株式が

存在しないため

記載しておりま

せん。 

１株当たり純資

産額 

177.57円 

１株当たり当期

純利益金額 

11.95円 

 なお、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

存在しないため

記載しておりま

せん。 

 

１株当たり純資産額   8,878.33円 

１株当たり当期純利益金額 597.52円 

なお、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

が存在しないため記載しておりませ

ん。            

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

中間（当期）純利益（千円） 46,668 374,869 346,777 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 

46,668 374,869 346,777 

普通株式の期中平均株式数（株） 574,000 30,106,429 580,362 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 
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 （重要な後発事象） 

前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

ａ 連結子会社株式会社ビットムと

の合併 

 当社は、グループでの事業連携

の強化、意思決定の迅速化、管理

事務の簡素化を狙うとともに、人

材の有効活用を図ることを目的と

して、平成17年12月６日開催の臨

時株主総会において、当社と株式

会社ビットムとの合併契約書の締

結の承認をいたしました。 

(イ)合併期日  平成18年２月１日 

(ロ)合併の形式 

 当社を存続会社とし株式会社ビ

ットムを消滅会社とする吸収合併

とし、合併による新株の発行及び

資本金の増加は行いません。 

(ハ)財産の引継 

 合併期日において株式会社ビッ

トムの資産・負債及び権利義務の

一切を引き継ぎます。 

 なお、株式会社ビットムの平成

17年12月31日現在の財政状態は次

のとおりであります。 

  資産合計    84,091千円 

  負債合計    78,609千円 

  資本合計     5,481千円 

 

ｂ 第三者割当増資 

 平成17年12月６日に開催されま

した臨時株主総会決議に基づき、

次のとおり第三者割当増資による

新株式の発行を行っております。 

 ① 発行新株式数 

普通株式20,000株 

 ② 発行価額 

１株につき11,057円 

 ③ 発行価額の総額 

221,140千円 

 ④ 資本組入額 

１株につき5,529円 

 ⑤ 資本組入額の総額 

110,580千円 

 ⑥ 申込期日 

平成17年12月20日 

 ⑦ 払込期日 

平成17年12月20日 

 ⑧ 配当起算日 

平成17年４月１日 

 ⑨ 割当先及び株式数 

 当社は、平成18年11月22日に株式

会社東京証券取引所の承認を得て、

平成18年12月26日に東京証券取引所

市場第二部へ上場いたしました。当

社は上場にあたり、平成18年11月22

日及び平成18年12月７日開催の取締

役会の決議に基づき、下記のとおり

公募による募集株式の発行を行いま

した。 

 なお、公募による募集株式の発行

は、平成18年12月25日に払込が完了

し、この結果、平成18年12月25日付

で資本金は632,400千円、発行済株

式総数は32,485,000株となっており

ます。 

(1) 募集の方法 

  ブックビルディング方式による

一般募集 

(2) 募集する株式の種類及び数 

      普通株式 1,700,000株 

(3) 発行価格 

１株につき400円 

(4) 引受価額 

         １株につき372円 

  この価額は当社が引受人より１

株当たりの新株式払込金として

受け取った金額であります。 

  なお、発行価格と引受価額との

差額の総額は、引受人の手取金

となります。 

(5) 発行価額 

１株につき400円 

(6) 払込金額 

１株につき372円 

(7) 発行価額の総額 

680,000千円 

(8) 払込金額の総額 

632,400千円 

(9) 資本組入額 

１株につき186円 

(10)資本組入額の総額 

316,200千円 

(11)払込期日 

平成18年12月25日 

(12)資金の使途 

  会員向けサービスの充実のため

の設備投資及び新規会員獲得に

かかる販売促進費用等に充当い

たします。 

（株式分割） 

 平成18年７月21日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

１．平成18年８月９日付をもって普

通株式１株につき50株に分割しま

す。 

  (1) 分割により増加する株式数 

   普通株式   29,238,300株 

 (2) 分割方法 

   平成18年８月８日午後５時現

在の株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につき50

株の割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

  平成18年４月１日 

  当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当事

業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資

産額 

163.96円 

１株当たり当期

純利益金額 

35.08円 

 なお、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

存在しないため

記載しておりま

せん。 

１株当たり純資

産額 

177.57円 

１株当たり当期

純利益金額 

11.95円 

 なお、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

存在しないため

記載しておりま

せん。 

 

 

（第三者割当増資） 

 平成18年８月９日開催の取締役会

において、次のとおり第三者割当増

資を行うことを決議し、平成18年８

月25日に払込みを完了しておりま

す。 
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前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 

平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 

(平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで) 

前事業年度 

(平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで) 

株式会社シマドコーポレーション 

普通株式20,000株 

 ⑩ 資金の使途 

事業資金 

 ⑪ 新株式発行日 

平成17年12月20日 

   (1) 発行株式数 

              普通株式950,000株 

 (2) 発行価額 

        １株につき金340円 

 (3) 発行価額の総額 

           323,000千円 

 (4) 資本組入額 

              １株につき金170円 

 (5) 払込期日 

                平成18年８月25日 

 (6) 配当起算日 

              平成18年４月１日 

 (7) 割当先       

       東日本電信電話株式会社 

 (8) 増資資金の使途 

  光ブロードバンド会員な

どの獲得費用、ブロードバ

ンド普及に伴う通信量増大

に対応した設備増強費用な

どに充当いたします。 
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６ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

   当社は、生産活動を行っておりませんので、生産実績の記載事項はありません。 

 

(2) 受注実績 

   当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

前中間会計期間 

（平成 17年４月１日から 

平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 

（平成 18年４月１日から 

平成18年９月30日まで） 

比較増減 

区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

前年同期比 

（％） 

インターネット接続サービス 1,968,417 2,067,988 99,570 105.1 

インターネット関連サービス 500,469 519,700 19,230 103.8 

その他 － 42,172 42,172 － 

合計 2,468,887 2,629,860 160,973 106.5 

  （注）１ インターネット接続サービスには、新規会員獲得に関わる提携電気通信事業者からの報奨金を含んでおり

ます。 

    ２ 「その他」は、物販事業による売上高となっております。 

    ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 




