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１．2008年３月期第１四半期の連結業績（2007年４月１日　～　2007年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

2008年３月期第１四半期 12,282 11.1 1,214 854.8 1,344 747.1 670 －

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

2007年３月期 48,066 － 3,338 － 3,229 － 2,208 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

2008年３月期第１四半期 2,623 02 2,588 95

2007年３月期第１四半期 △444 03 － －

2007年３月期 8,644 70 8,512 65

 （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、2007年３月期第１四半期対前年同四半期増減率は表示して

いません。

2007年３月期第１四半期潜在株式調整後１株当たり四半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

2008年３月期第１四半期 41,341 33,883 74.7 120,928 04

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

2007年３月期 43,147 33,737 71.7 121,075 56

(3）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

2008年３月期第１四半期 △1,202 4,325 △477 16,216

2007年３月期第１四半期 △445 △1,755 － 15,449

2007年３月期 3,541 △7,667 29 13,565

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2007年3月期 － － － － － － 2,300 00 2,300 00

2008年3月期 － － － － － － － － － －

2008年3月期（予想） － － 1,150 00 － － 1,150 00 2,300 00

３．2008年３月期の連結業績予想（2007年４月１日　～　2008年３月31日）

　2007年５月10日に公表しました業績予想は、中間期、通期ともに変更はありません。

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 25,000 9.2 2,000 85.6 2,200 106.2 800 △55.1 3,130 87

通期 52,000 8.2 4,400 31.8 4,800 48.7 2,600 17.7 10,175 33
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 0社  除外 0社  

(2）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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けています。

５．個別業績の概要（2007年４月１日　～　2007年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

2008年３月期第１四半期 10,601 12.3 416 － 461 － 322 －

2007年３月期第１四半期 9,444 － △213 － △295 － △241 －

2007年３月期 40,327 － 965 － 808 － 1,912 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

2008年３月期第１四半期 1,262 12 － －

2007年３月期第１四半期 △943 69 － －

2007年３月期 7,486 64 － －

 （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、2007年３月期第１四半期対前年同四半期増減率は表示して 

いません。

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

(2）個別財政状態  

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

2008年３月期第１四半期 31,844 25,480 80.0 99,719 98

2007年３月期第１四半期 29,632 23,739 80.1 92,905 73

2007年３月期 33,212 25,865 77.9 101,228 38

６．2008年３月期の個別業績予想（2007年４月１日　～　2008年３月31日）

　2007年５月10日に公表しました業績予想は、中間期、通期ともに変更はありません。

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 21,900 13.8 600 120.0 600 295.5 200 △88.0 782 72

通期 45,200 12.1 1,400 45.0 1,300 60.8 1,300 △32.0 5,087 66

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

2008年３月期（2007年４月１日～2008年３月31日）の連結及び個別業績予想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すが、多分に不確定な要素を含んでいます。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下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　2008年３月期第１四半期における我が国の経済は、堅調に推移する企業収益を背景に、設備投資は増加を続けており、

底堅く推移する個人消費にも支えられ、景気は緩やかに拡大しています。

　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、一般世帯で固定的に利用されるFTTH、

DSL、CATV、無線（FWA）のブロードバンドの各アクセスサービス契約数が、2007年３月末で総計2,644万契約（総務省公

表値）となり、2006年12月末から約68万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は880万契約で、2006年12月末から約

86万契約増加した一方、DSLの契約数は1,401万契約で、2006年12月末から約22万契約減少し、DSLからFTTHへのシフトが

より顕著になっています。

　

　このような事業環境のもと、当社は本年３月に発表した３ヶ年の中期経営計画の初年度にあたる今年度を、その目標

達成に向けて強固な地盤づくりを行う年と位置づけて諸施策を実行しています。

 

　接続事業については、引き続きFTTHを中心とした会員獲得の施策を積極的に行い、当第１四半期末のブロードバンド

会員数は、前年同期末89万人より17万人（19％）増加の106万人となりました。そのうち、FTTHの会員数は52万人で、前

年同期末の34万人より18万人（53％）増加しました。ADSLの会員数は54万人で、前年同期末の55万人と比較し1万人減と

ほぼ横ばいで推移しています。

　尚、接続会員にコンテンツ会員を加えたSo－net会員数は、前年同期末の315万人から17万人増の332万人となりまし

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いるものの、全体としてはFTTHを中心とす

る接続サービスによる課金収入が増加したため、当第１四半期における接続事業の売上高は、前年同期比16.0％増の

8,768百万円（前年同期は7,561百万円。以下カッコ内同じ。）となり、３四半期連続で過去最高の売上高を更新してい

ます。また、売上高に占める割合は71.4％（68.4％）となりました。

　ポータル事業については、本年４月に連結子会社のスカイゲート㈱を売却したことにより、当第１四半期より当社の

連結対象からはずれた影響があるものの、単体での広告売上や法人向けのソリューションサービスが好調に推移し、ま

た、連結子会社のソネット・エムスリー㈱の売上も順調に伸びたため、当第１四半期におけるポータル事業の売上高は、

前年同期比0.7％増の3,513百万円（3,490百万円）となり、売上高に占める割合は28.6％（31.6％）となりました。

 

　このように、当第１四半期の売上高は、前年同期比11.1％増の12,282百万円（11,051百万円）となりました。

　営業利益は、前年同期比約9.5倍、1,087百万円増の1,214百万円（127百万円）となりました。

　これは主に、ブロードバンドの新規獲得会員からの課金収入に伴う利益が、ナローバンド会員の減少による利益減を

補い伸びたことや、コールセンター関連の業務委託費を削減したこと、並びにテレビＣＭ等の広告宣伝費が前年同期を

下回ったこと、さらには、連結子会社のソネット・エムスリー㈱の売上の伸びに伴う利益の増加によるものです。

　経常利益は、前年同期比約8.5倍、1,185百万円増の1,344百万円（158百万円）となりました。

　これは主に、受取利息や持分法適用関連会社の㈱ディー・エヌ・エーの好調な業績による持分法投資利益によるもの

です。

　尚、当第１四半期の営業利益、経常利益はともに、四半期としては過去最高を記録しました。

　税金等調整前四半期純利益は、前年同期比約7.9倍、1,134百万円増の1,299百万円（165百万円）となりました。

　これは主に、関係会社株式の売却に伴う損益や退職給付費用関連の追加費用の計上によるものです。

　

　また、法人税等や法人税等調整額を含めた税金費用は449百万円となり、少数株主利益は、ソネット・エムスリー㈱の

利益の増加により179百万円となりました。

　この結果、当第１四半期の純利益は前年同期から783百万円増の670百万円（△113百万円）となりました。
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分野別売上高概況

2008年３月期第１四半期（2007年4月1日～2007年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円) 

 
2007年３月期

第１四半期
構成比（％）

2008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 8,768 71.4 16.0

 ポータル事業 3,490 31.6 3,513 28.6 0.7

計 11,051 100.0 12,282 100.0 11.1

２．連結財政状態に関する定性的情報

連結財政状態

　当第１四半期末の総資産は41,341百万円となり、前年度末と比べて1,806百万円減少しました。これは、主として法人

税及び配当金の支払等により、現金及び預金が3,325百万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7,458百万円となり、前年度末と比べて1,952百万円減少しました。これは、主として

法人税の支払いにより未払法人税等が995百万円減少したことによるものです。

　純資産は、四半期純利益の計上等により、前期末比146百万円増の33,883百万円となり、自己資本比率は74.7％となり

ました。

連結キャッシュ・フロー

　当第１四半期における現金及び現金同等物は、営業活動において1,202百万円の減少、投資活動において4,325百万円

の増加、財務活動において477百万円の減少となったことから、前年度末に比べて2,650百万円増加し、当第１四半期末

には16,216百万円となりました。

（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、1,202百万円の減少となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

純利益1,299百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,254百万円、預け金及び前払費用等の増加によ

るその他流動資産の増加額710百万円、未払費用の減少額437百万円等によるものです。

（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、4,325百万円の増加となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻によ

る収入6,004百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出1,259百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、477百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払額480百万円に

よるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

 当第１四半期の業績は順調に推移しており、2007年5月10日に公表しました業績予想については、連結、個別、また、

中間期、通期ともに変更はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第１四半期連結会計期間末

（2006年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（2007年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（2007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   21,449   16,573   19,898  

２．受取手形及び売掛金   4,598   5,663   5,515  

３．たな卸資産   250   301   227  

４．その他   2,184   1,859   1,594  

５．貸倒引当金   △68   △78   △78  

流動資産合計   28,414 74.3  24,320 58.8  27,157 63.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 *1  345 0.9  503 1.2  481 1.1

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  2,025   2,091   2,045   

(2）のれん  1,754   1,117   1,178   

(3）その他  136 3,916 10.3 856 4,065 9.8 910 4,134 9.6

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  4,156   10,385   9,393   

(2）その他  1,451   2,317   2,240   

(3）貸倒引当金  △51 5,556 14.5 △250 12,452 30.2 △259 11,374 26.3

固定資産合計   9,817 25.7  17,021 41.2  15,990 37.0

資産合計   38,232 100.0  41,341 100.0  43,147 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（2006年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（2007年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（2007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   3,455   3,578   3,693  

２．未払費用   1,705   1,638   2,109  

３．未払法人税等   207   321   1,316  

４．賞与引当金   63   34   227  

５．その他の引当金   258   294   292  

６．その他   1,066   807   915  

流動負債合計   6,757 17.7  6,676 16.1  8,555 19.8

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   131   366   280  

２．役員退職慰労引当金   36   －   51  

３．その他   497   415   523  

固定負債合計   664 1.7  782 1.9  854 2.0

負債合計   7,421 19.4  7,458 18.0  9,410 21.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   7,965 20.8  7,965 19.3  7,965 18.5

２．資本剰余金   8,463 22.2  8,463 20.5  8,463 19.6

３．利益剰余金   12,133 31.7  14,558 35.2  14,456 33.5

株主資本合計   28,563 74.7  30,988 75.0  30,886 71.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  192 0.5  △101 △0.2  47 0.1

２．為替換算調整勘定   △1 0.0  12 0.0  4 0.0

評価・換算差額等合計   190 0.5  △88 △0.2  51 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  1 0.0  0 0.0

Ⅳ　少数株主持分   2,055 5.4  2,982 7.2  2,799 6.5

純資産合計   30,810 80.6  33,883 82.0  33,737 78.2

負債純資産合計   38,232 100.0  41,341 100.0  43,147 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　2006年４月１日
至　2007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   11,051 100.0  12,282 100.0  48,066 100.0

Ⅱ　売上原価   6,397 57.9  6,915 56.3  27,824 57.9

売上総利益   4,654 42.1  5,366 43.7  20,242 42.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  *1  4,527 40.9  4,151 33.8  16,903 35.2

営業利益   127 1.2  1,214 9.9  3,338 6.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3   41   46   

２．受取配当金  －   0   6   

３．為替差益  20   －   25   

４．持分法による投資利
益

 55   89   10   

５．受取和解金  16   －   16   

６．ポイント引当金戻入
益

 －   －   15   

７．その他  7 104 0.9 16 146 1.2 26 147 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．固定資産売却損  －   8   －   

２．固定資産除却損  25   3   137   

３．リース中途解約金  11   1   14   

４．商品廃棄損  33   －   61   

５．貸倒引当金繰入額  －   3   －   

６．その他  2 73 0.7 0 17 0.1 44 257 0.5

経常利益   158 1.4  1,344 10.9  3,229 6.7

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  －   32   2,075   

２．貸倒引当金戻入益  13   13   54   

３．その他  1 15 0.2 0 47 0.4 10 2,140 4.5

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価損  4   －   21   

２．投資有価証券売却損  －   15   －   

３．持分変動損  3   －   197   

４．減損損失  －   －   570   

５．本社移転関連費用  －   －   300   

６．貸倒引当金繰入額  －   －   250   

７．退職給付費用  －   76   140   

８．その他  － 8 0.1 － 92 0.8 17 1,499 3.1

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  165 1.5  1,299 10.6  3,870 8.1

法人税、住民税及び
事業税

 168   300   1,624   

法人税等調整額  14 182 1.7 149 449 3.7 △635 988 2.1

少数株主利益   95 0.8  179 1.5  673 1.4

四半期（当期）純利
益又は四半期純損失
（△）

  △113 △1.0  670 5.5  2,208 4.6
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

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

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
（百万円）

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

四半期純損失   △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
（百万円）

－ － △117 △117

2006年６月30日　残高
（百万円）

7,965 8,463 12,133 28,563

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

2006年３月31日　残高
（百万円）

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

四半期純損失     △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
（百万円）

△111 △7 △118 100 △136

2006年６月30日　残高
（百万円）

192 △1 190 2,055 30,810
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当第１四半期連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 14,456 30,886

第１四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △587 △587

四半期純利益   670 670

持分法適用会社の減少に伴う増加高   19 19

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
（百万円）

－ － 102 102

2007年６月30日　残高
（百万円）

7,965 8,463 14,558 30,988

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

2007年３月31日　残高
（百万円）

47 4 51 0 2,799 33,737

第１四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △587

四半期純利益      670

持分法適用会社の減少に伴う増加高      19

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△148 8 △140 0 182 43

第１四半期連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△148 8 △140 0 182 145

2007年６月30日　残高
（百万円）

△101 12 △88 1 2,982 33,883
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前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

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
（百万円）

7,965 8,463 12,251 28,681

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与   △4 △4

当期純利益   2,208 2,208

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,204 2,204

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 14,456 30,886

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

2006年３月31日　残高
（百万円）

303 6 309 － 1,955 30,946

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与      △4

当期純利益      2,208

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△256 △2 △258 0 843 585

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△256 △2 △258 0 843 2,790

2007年３月31日　残高
（百万円）

47 4 51 0 2,799 33,737
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第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

（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　2006年４月１日
至　2007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

    

税金等調整前四半期（当
期）純利益

 165 1,299 3,870

減価償却費  238 249 945

固定資産臨時償却費  － － 17

のれん償却額  124 35 397

減損損失  － － 570

持分変動益  △1 △0 △10

持分変動損  3 － 197

持分法による投資利益  △55 △89 △10

投資有価証券評価損  4 0 21

投資有価証券売却益  － △32 △2,075

投資有価証券売却損  － 15 －

賞与引当金の減少額  △184 △192 △16

貸倒引当金の増減額（△
減少額）

 △14 △9 204

その他引当金の増加額  2 94 197

受取利息及び受取配当金  △3 △41 △53

支払利息  － 0 －

為替差益  △22 △9 △25

固定資産除却損  25 3 137

本社移転関連費用  － － 300

売上債権の増減額（△増
加額）

 26 △142 △891

たな卸資産の増減額（△
増加額）

 △0 △73 21

その他流動資産の増減額
（△増加額）

 △169 △710 407

仕入債務の増減額（△減
少額）

 132 △40 370

未払費用の増減額（△減
少額）

 △130 △437 39

その他流動負債の増減額
（△減少額）

 10 42 △174

役員賞与の支払額  △7 △4 △12

その他  － 8 2

小計  144 △35 4,434
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前第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

（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　2006年４月１日
至　2007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）

利息及び配当金の受取額  3 88 53

法人税等の支払額  △593 △1,254 △945

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △445 △1,202 3,541

     

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

 － △5 △329

定期預金の払戻による収
入

 － 6,004 －

投資有価証券の取得によ
る支出

 △40 △1,259 △5,835

投資有価証券の売却によ
る収入

 － 23 1,917

有形固定資産の取得によ
る支出

 △81 △174 △308

無形固定資産の取得によ
る支出

 △217 △179 △1,723

敷金・保証金の取得によ
る支出

 △76 △0 △538

敷金・保証金の返還によ
る収入

 0 0 47

長期前払費用の支払によ
る支出

 △11 － △14

新規連結子会社の株式取
得による支出

 △793 － △791

連結子会社株式の売却に
よる支出

 － △133 －

子会社株式取得による支
出

 － － △66

子会社株式の取得価額変
更による収入

 － 28 －

貸付けによる支出  △48 △0 △361

貸付金の回収による収入  18 18 323

投資事業組合からの分配
による収入

 － 1 －

その他投資の取得による
支出

 △504 － －

その他  － 1 14

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,755 4,325 △7,667
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前第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

（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　2006年４月１日
至　2007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）

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

配当金の支払額  － △480 －

子会社の増資による収入  － 2 29

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 － △477 29

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 10 4 21

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額）

 △2,191 2,650 △4,074

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 17,640 13,565 17,640

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高

*1 15,449 16,216 13,565
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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

項目
前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007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・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㈱、ソネット

キャピタルパートナーズＡ投資

事業有限責任組合の７社です。

また、スカイゲート㈱は、当第

１四半期連結会計期間において

株式譲渡し、連結の範囲から除

外しています。

(1) 連結子会社は、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

㈱、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

の８社です。

なお、MDLinx, Inc.は当連結会

計年度において新たに株式を取

得し、ソネットキャピタルパー

トナーズ㈱及びソネットキャピ

タルパートナーズＡ投資事業有

限責任組合は、当連結会計年度

において新たに出資設立をして

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

連結会計年度において当社と合

併し、ソネットスポーツ・ドッ

トコム㈱は、2007年１月29日に

清算結了しています。

(2) 連結の範囲から除外した子会社

はありません。

(2)　　　　　　同左 (2)　　　　　　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) 持分法適用関連会社は、㈱

ディー・エヌ・エー、テレビ

ポータルサービス㈱、㈱エニグ

モ、㈱ゲームポット、㈲ADSグ

ローバルパートナーズ、㈱マス

チューン、㈱ソネット・カドカ

ワ・リンクの７社です。

なお、㈱マスチューンは当第１

四半期連結会計期間において新

たに株式を取得して関連会社と

なったことから、㈱ソネット・

カドカワ・リンクは当第１四半

期連結会計期間において新たに

出資設立を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。

また、㈱Sentivisionは、当第

１四半期連結会計期間において

株式譲渡し、持分法の適用範囲

から除外しています。

(1) 持分法適用関連会社は、㈱

ディー・エヌ・エー、テレビ

ポータルサービス㈱、㈱

Sentivision、㈱エニグモ、㈱

ゲームポット、㈲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

ナーズは当連結会計年度におい

て重要性が増したことから、テ

レビポータルサービス㈱は当連

結会計年度において新たに出資

設立をして関連会社となったこ

とから、㈱ゲームポットは当連

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、持分法の適用範囲に含

めています。

また、㈱レーベルゲートは、当

連結会計年度において株式譲渡

し、持分法の適用範囲から除外

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)　　　　　　同左 (2)　　　　　　同左

(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)　　　　　　同左 (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。 
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項目
前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

連結子会社のうち、MDLinx, Inc.

の第１四半期決算日は、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。

同左 　連結子会社のうち、MDLinx, Inc.

の連結決算日は12月31日です。

　連結財務諸表の作成に当たって、

MDLinx, Inc.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。

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。）

(ⅰ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

(ⅰ) 有価証券

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

合及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

応じて入手可能な最近の決算

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。

 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

合及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、入手可

能な最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。

 市場価格のない有価証券

同左

(ⅱ) たな卸資産

イ　商品

移動平均法による原価法

ロ　仕掛品及び番組勘定

個別法による原価法

ハ　貯蔵品

最終仕入原価法

(ⅱ) たな卸資産

同左

(ⅱ) たな卸資産

同左

(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
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項目
前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(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

同左

(ⅱ) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

次期支給見込額のうち当期対応分

の金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、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、当第１四半期連

結会計期間末における退職給付債

務の見込額を、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。

　数理計算上の差異は、各年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（７年）による定額法に

より按分した額を発生の翌年度か

ら費用処理することとしていま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年）による定額法

により費用処理しています。

(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、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額

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。

　数理計算上の差異は、各年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（７年）による定額法に

より按分した額を発生の翌年度か

ら費用処理することとしています。

(追加情報)

　当社は退職給付債務の算定にあ

たり、従来、簡便法によっていま

したが、当連結会計年度末から原

則法による算定方法に変更してい

ます。

　この変更は、当連結会計年度よ

り従業員数の合計が300名を超過

したため、年齢や勤務期間の偏り

が解消され退職給付債務の数理計

算に用いられる基礎率の推定につ

いて一定の有効性が確保されたた

め、原則法による計算の結果に一

定の高い水準の信頼性が得られる

ものと判断されたことによるもの

です。

　この変更に伴い、当連結会計年

度末における退職給付債務につい

て計算した簡便法と原則法の差額

140百万円を特別損失に計上して

います。
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項目
前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(ⅳ) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規にもとづく第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

――――――

 

 

 

(追加情報)

　当社は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したが、

2007年５月21日開催の取締役会に

おいて役員退職慰労金制度の廃止

を決議するとともに、2007年６月

20日開催の定時株主総会において

役員退職慰労金制度廃止日までの

在任期間に応じた退職慰労金を退

任時に支給することを決議してい

ます。

　その結果、役員退職慰労金制度

廃止日までの期間に対応する役員

退職慰労金相当額58百万円を固定

負債その他に計上しています。

(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

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

――――――

(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

社等の資産及び負債は、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、収益及び費用は期中平

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及び為替換算

調整勘定に含めて計上しています。

同左 　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

及び負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分及び

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 　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。

(6) その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及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

消費税等の会計処理

同左

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

金及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。

同左 同左
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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

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007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）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。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より「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）を適用しています。なお、従来の資

本の部に相当する金額は　30,937百万円です。

（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）及び「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）及び「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）並びに「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。

―――――― （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）

　当連結会計年度より「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及

び「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）並びに「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18年

５月31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）

　当連結会計年度より「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）及び「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18年５月31日）を適

用しています。これによる損益に与える影響は

軽微です。

表示方法の変更

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

―――――― （四半期連結損益計算書）

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記しておりました、

「為替差益」（当第１四半期連結会計期間は8百万円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収

益の「その他」に含めて表示することにしました。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（2006年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（2007年６月30日）

前連結会計年度
（2007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

757百万円

*1　有形固定資産の減価償却累計額

723百万円

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

19百万円

2　保証債務

従業員の銀行借入金に対する保証

19百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

*1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりです。

*1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりです。

*1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

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

報酬・給与  676百万円

業務委託費  784百万円

販売促進費  476百万円

販売手数料  464百万円

支払手数料  419百万円

賞与引当金繰入額  21百万円

報酬・給与 2,723百万円

業務委託費  3,261百万円

広告宣伝費  1,509百万円

販売促進費  1,947百万円

賞与引当金繰入額  164百万円

ポイント引当金繰入額  93百万円

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及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．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当第１四半期連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期連結会計
期間末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

親会社 － － － － － － －

連結子会社

（ソネット・エ

ムスリー㈱）

ストックオプションとし

ての新株予約権
－ － － － － 1

合計 － － － － － 1

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2007年５月10日

取締役会
普通株式 587 2,300 2007年３月31日 2007年６月21日
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前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

親会社 － － － － － － －

連結子会社

（ソネット・エ

ムスリー㈱）

ストックオプションとし

ての新株予約権
－ － － － － 0

合計 － － － － － 0

３．配当に関する事項

(1）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年５月10日

取締役会
普通株式 587  利益剰余金 2,300 2007年３月31日 2007年６月21日

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

*1　現金及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　現金及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　現金及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）   （2007年６月30日現在）  （2007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  16,573百万円  

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金

 

△357百万円  

現金及び現金同等物  16,216百万円  

現金及び預金勘定  19,898百万円 

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金

 

△6,332百万円 

現金及び現金同等物  13,565百万円 
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（リース取引関係）

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007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及

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及

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及

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)

四半期
末残高
相当額
(百万円)

器具・備
品

1,664 1,020 － 643

ソフト
ウェア

897 630 153 113

合計 2,562 1,651 153 757

 

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

2,292 1,462 9 820

ソフト
ウェア

1,399 773 220 405

合計 3,691 2,236 229 1,225

(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 505百万円

１年超 429百万円

合計 935百万円

リース資産減損勘定の残

高

153百万円

１年内 666百万円

１年超 772百万円

合計 1,438百万円

リース資産減損勘定の残

高

229百万円

(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

額及び減損損失

(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

額及び減損損失

(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

額及び減損損失

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 166百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

28百万円

減価償却費相当額 157百万円

支払利息相当額 6百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 990百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

200百万円

減価償却費相当額 937百万円

支払利息相当額 44百万円

減損損失 －百万円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２． 　　　　 ―――――― 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 －百万円

合計 0百万円
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（有価証券関係）

前第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主な有価証券の内容

保有目的 内容 四半期連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券
市場価格のない株式 560

投資事業有限責任組合 99

合計 660

当第１四半期連結会計期間末（2007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 1,872 1,742 △130

合計 1,872 1,742 △130

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

保有目的 内容 四半期連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券
市場価格のない株式 785

投資事業有限責任組合 173

合計 959

ソネットエンタテインメント㈱（3789）2008 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 23 －



前連結会計年度（2007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 1,111 1,265 154

合計 1,111 1,265 154

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

保有目的 内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券
市場価格のない株式 709

投資事業有限責任組合 125

合計 835

（デリバティブ取引関係）

前第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。

当第１四半期連結会計期間末（2007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（2007年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前第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．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、規模及びその変動状況

 
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 

付与対象者の区分及び人

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

株式の種類別のストッ

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

時株主総会決議及び取締役

会決議にもとづき、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（円） 547,546 50,000

付与日における公正な評

価単価（円）
－ －
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当第１四半期連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．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、規模及びその変動状況

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　その他　0百万円

２．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　ソネット・エムスリー㈱

 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社子会社取締役 　　１名

同社使用人　　　　 　５名

同社子会社取締役　　 １名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

普通株式　　　　　　 90株 普通株式　　　　　　 44株

 付与日 2006年４月24日 2007年１月26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。

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。

対象勤務期間
2006年４月24日

～2008年４月23日

2007年１月26日

～2009年１月24日

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。

2009年１月25日

～2016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。
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　　㈱ゼータ・ブリッジ 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　　 １名

同社使用人　　　　　 ５名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）

普通株式　　　　　　900株 普通株式　　　　　　 30株

 付与日 2006年４月28日 2006年９月29日

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
2008年３月22日

～2016年３月21日

2008年３月22日

～2016年３月21日

権利行使条件

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。

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。

（注）株式数に換算して記載しております。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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。

当第１四半期連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

 
接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,768 3,513 12,282 － 12,282

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
22 6 28 △28 －

計 8,790 3,519 12,310 △28 12,282

営業費用 7,768 2,782 10,551 516 11,067

営業利益 1,022 736 1,759 △544 1,214

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．事業区分の内容

事業区分 主要サービス

接続事業 ナローバンド、ブロードバンド接続サービスの提供

ポータル事業

コンテンツ提供、法人向けソリューションサービス、インターネッ

ト広告、商品販売、ライセンスビジネス、サービスプラットフォー

ムの企画・運営等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は544百万円であり、主に親会社の

　　人事・経理等の管理部門に係る費用であります。

４．事業区分の変更

　　従来、事業の種類別セグメントの区分については、ネットワーク関連事業に特化していたため単一のセグ

　　メントしかありませんでしたが、近年のブロードバンド市場の拡大による環境の変化が予想されること、

　　コンテンツなどの情報サービスの拡大等に伴い、当社グループの事業の実態をより適切に反映させるた

　　め、当第１四半期連結会計期間よりサービスの特性及び市場の類似性を考慮した「接続事業」「ポータル

　　事業」の区分に変更いたしました。この区分は、従来より「分野別売上高概況」で区分してきたもの

　　であります。

　　　尚、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当第１四半期連結会計期間

　　において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

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

 
接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,561 3,490 11,051 － 11,051

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 9 9 △9 －

計 7,561 3,499 11,061 △9 11,051

営業費用 6,989 3,478 10,468 456 10,924

営業利益 571 21 592 △465 127
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前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 
接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 32,387 15,679 48,066 － 48,066

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
9 29 38 △38 －

計 32,396 15,709 48,105 △38 48,066

営業費用 28,771 13,964 42,735 1,991 44,727

営業利益 3,625 1,744 5,369 △2,030 3,338

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007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単一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。

【所在地別セグメント情報】

前第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（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007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。

【海外売上高】

前第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（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007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。
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（企業結合等会計）

前第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.

被所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 100.0％

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

被取得企業の取得原価 1,011百万円  

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

 （注）　全て現金で支出しています。  

４　発生したのれんの金額等

のれんの金額 843百万円

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。

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）１　尚、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（167百万円）が含

まれています。

２　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

に出資が期首時点に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。

当第１四半期連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31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.

被所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 100.0％

 （注）　当社が議決権の58.7％を保有するソネット・エムスリー㈱の100％

子会社So-net M3 USA Corporationによる間接所有です。

２　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　2007年３月31日

３　被取得企業の取得原価およびその内訳

被取得企業の取得原価 1,009百万円  

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） 28百万円

 （注）　全て現金で支出しています。  

４　発生したのれんの金額等

のれんの金額 818百万円

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。

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 323百万円

固定資産 73百万円

資産計 397百万円

流動負債 206百万円

負債計 206百万円

６　当該企業結合が連結会計年度の当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 5,790百万円

営業利益 2,510百万円

経常利益 2,613百万円

当期純利益 1,442百万円

（注）１　尚、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（167百万円）が含

まれています。

２　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

に出資が期首時点に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。

３　上記概算額の注記は、監査証明を受けていません。
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（１株当たり情報）

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額 112,533.59円

１株当たり四半期純損

失金額

 

444.03円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

 

 

－

１株当たり純資産額 120,928.04円

１株当たり四半期純利

益金額

 

2,623.02円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

 

 

2,588.95円

１株当たり純資産額 121,075.56円　

１株当たり当期純利益

金額

 

8,644.70円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

 

 

8,512.65円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式がない

ため記載していません。

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失（△）金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第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
(自　2007年４月１日
至　2007年６月30日)

前連結会計年度
(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
   

四半期（当期）純利益又は純損

失（△）（百万円）
△113 670 2,208

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（百万円）
△113 670 2,208

期中平均株式数（株） 255,520 255,520 255,520

    

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（百

万円）
－ 8 33

（うち関係会社の潜在株式調

整額）
－ （　8) （　33)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 －

 

 

新株予約権６種類 

(新株予約権の数575個)

 

 

 －
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（重要な後発事象）

前第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
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

――――――

 

 

――――――

 

 

重要な子会社の株式売却

 当社は、2007年3月8日の取締役会に

おいて、連結子会社であるスカイゲー

ト㈱株式のすべてを、持分法適用関連

会社である㈱ディー・エヌ・エーに売

却する基本合意を決議し、2007年4月

25日に売却を実行しました。

売却の理由 スカイゲート㈱は、

海外航空券販売を中

心に、順調に売上を

伸ばしてまいりまし

たが、昨今の旅行業

界並びにオンライン

予約市場における競

争環境の一層の激化

に伴い、グループ経

営の最適化の観点か

ら、より集客を見込

める㈱ディー・エ

ヌ・エーに譲渡する

ことといたしまし

た。   

当該子会社の

事業内容

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

売却する株式

の数

44,000株

売却価額 100百万円

売却損益 翌連結会計年度に与

える影響は軽微であ

ります。

株式報酬型ストックオプション 

 当社は2007年５月21日の取締役会

及び2007年６月20日の定時株主総会

の決議に基づき、従来の役員退職慰

労金制度を廃止して、株式報酬型ス

トックオプションとして新株予約権

を発行することといたしました。
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（2006年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（2007年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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  17,039   11,460   14,476   

２．受取手形  1   －   1   

３．売掛金  3,959   4,606   4,643   

４．たな卸資産  180   237   188   

５．短期貸付金  73   68   73   

６．関係会社短期貸付金  1,264   －   －   

７．その他  1,407   1,602   1,079   

８．貸倒引当金  △1,028   △77   △77   

流動資産合計   22,897 77.3  17,897 56.2  20,384 61.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 *1 264  0.9 422  1.3 407  1.2

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  1,930   1,934   1,953   

(2）その他  620   1,062   1,140   

無形固定資産合計  2,550  8.6 2,996  9.4 3,093  9.3

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  620   1,739   1,180   

(2）関係会社株式  1,992   3,969   4,961   

(3）関係会社社債  －   1,100   1,100   

(4）その他の関係会社
有価証券

 －   1,461   －   

(5）その他  1,356   2,507   2,343   

(6）貸倒引当金  △51   △250   △259   

投資その他の資産合
計

 3,918  13.2 10,528  33.1 9,325  28.1

固定資産合計   6,734 22.7  13,946 43.8  12,827 38.6

資産合計   29,632 100.0  31,844 100.0  33,212 100.0
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前第１四半期会計期間末
（2006年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（2007年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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  3,140   3,460   3,526   

２．未払金  85   79   216   

３．未払費用  1,599   1,542   1,949   

４．未払法人税等  12   8   513   

５．賞与引当金  32   18   199   

６．その他の引当金  57   42   41   

７．その他 *2 527   438   170   

流動負債合計   5,454 18.4  5,590 17.6  6,618 19.9

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  123   357   272   

２．役員退職慰労引当金  36   －   51   

３．その他  277   415   404   

固定負債合計   437 1.5  773 2.4  728 2.2

負債合計   5,892 19.9  6,363 20.0  7,346 22.1

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   7,965 26.9  7,965 25.0  7,965 24.0

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  8,463   8,463   8,463   

資本剰余金合計   8,463 28.6  8,463 26.6  8,463 25.5

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  7,298   9,187   9,453   

利益剰余金合計   7,298 24.6  9,187 28.9  9,453 28.4

株主資本合計   23,728 80.1  25,617 80.5  25,882 77.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  10 0.0  △137 △0.5  △16 △0.0

評価・換算差額等合計   10 0.0  △137 △0.5  △16 △0.0

純資産合計   23,739 80.1  25,480 80.0  25,865 77.9

負債純資産合計   29,632 100.0  31,844 100.0  33,212 100.0
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(2）四半期損益計算書

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

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　2006年４月１日
至　2007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   9,444 100.0  10,601 100.0  40,327 100.0

Ⅱ　売上原価 *5  5,664 60.0  6,532 61.6  24,629 61.1

売上総利益   3,780 40.0  4,069 38.4  15,697 38.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 *5  3,994 42.3  3,653 34.5  14,731 36.5

営業利益又は営業損失
（△）

  △213 △2.3  416 3.9  965 2.4

Ⅳ　営業外収益  *1  10 0.1  81 0.8  82 0.2

Ⅴ　営業外費用  *2  92 0.9  35 0.3  239 0.6

経常利益又は経常損失
（△)

  △295 △3.1  461 4.4  808 2.0

Ⅵ　特別利益 *3  13 0.1  13 0.1  2,515 6.2

Ⅶ　特別損失 *4  48 0.5  92 0.9  1,831 4.5

税引前四半期（当期）純利
益又は税引前四半期純損失
（△）

  △329 △3.5  382 3.6  1,492 3.7

法人税、住民税及び事業税  5   2   456   

過年度法人税等  △19   －   －   

法人税等調整額  △75 △88 △0.9 57 60 0.6 △877 △420 △1.0

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

  △241 △2.6  322 3.0  1,912 4.7
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2006年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 7,540 7,540 23,969

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失    △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
（百万円）

－ － － △241 △241 △241

2006年６月30日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 7,298 7,298 23,728

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

2006年３月31日　残高
（百万円）

24 24 23,994

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失   △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
（百万円）

△14 △14 △255

2006年６月30日　残高
（百万円）

10 10 23,739
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当第１四半期会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,453 9,453 25,882

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当    △587 △587 △587

四半期純利益    322 322 322

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
（百万円）

－ － － △265 △265 △265

2007年６月30日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,187 9,187 25,617

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

2007年３月31日　残高
（百万円）

△16 △16 25,865

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △587

四半期純利益   322

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）

△120 △120 △120

第１四半期会計期間中の変動額合計
（百万円）

△120 △120 △385

2007年６月30日　残高
（百万円）

△137 △137 25,480
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2006年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 7,540 7,540 23,969

事業年度中の変動額

当期純利益    1,912 1,912 1,912

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 1,912 1,912 1,912

2007年３月31日　残高
（百万円）

7,965 8,463 8,463 9,453 9,453 25,882

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

2006年３月31日　残高
（百万円）

24 24 23,994

事業年度中の変動額

当期純利益   1,912

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△41 △41 △41

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△41 △41 1,871

2007年３月31日　残高
（百万円）

△16 △16 25,865
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007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。）

(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

同左

(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（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

可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっていま

す。

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、入手

可能な最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。

 市場価格のない有価証券

同左

(2) たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

仕掛品および番組勘定

個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2) たな卸資産

同左

(2) 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

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しています。

　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。

　のれんについては、５年以内の

合理的な年数で償却しています。

また、自社利用ソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間

（５年）、市場販売目的ソフト

ウェアについては見込有効期間

（３年以内）、その他の無形固定

資産については経済的見積耐用年

数にもとづく定額法を採用してい

ます。

　なお、無形固定資産について、

利用可能期間を勘案して、随時耐

用年数の見直しを行っています。

(2) 無形固定資産

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

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

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

(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

同左

(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、

次期支給見込額のうち当期対応分

の金額を計上しています。

(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

　従業員の退職金給付に備えるた

め、当第１四半期会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額を計上

しています。

　数理計算上の差異は、各年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（７年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌年度から費用処理することとし

ています。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年）による定額法

により費用処理しています。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職金給付に備えるた

め、当年度末における退職給付債

務の見込額を計上しています。

　数理計算上の差異は、各年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間（７年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌年度から費用処理することとし

ています。

(追加情報)

　当社は退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法によっていましたが、

当年度末から原則法による算定方

法に変更しています。

　この変更は、当年度より従業員

数の合計が300名を超過したため、

年齢や勤務期間の偏りが解消され

退職給付債務の数理計算に用いら

れる基礎率の推定について一定の

有効性が確保されたため、原則法

による計算の結果に一定の高い水

準の信頼性が得られるものと判断

されたことによるものです。

　この変更に伴い、当年度末にお

ける退職給付債務について計算し

た簡便法と原則法の差額140百万

円を特別損失に計上しています。
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項目
前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(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

――――――

 

 

 

(追加情報)

　当社は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したが、

2007年５月21日開催の取締役会に

おいて役員退職慰労金制度の廃止

を決議するとともに、2007年６月

20日開催の定時株主総会において

役員退職慰労金制度廃止日までの

在任期間に応じた退職慰労金を退

任時に支給することを決議してい

ます。

　その結果、役員退職慰労金制度

廃止日までの期間に対応する役員

退職慰労金相当額58百万円を固定

負債その他に計上しています。

(4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規にもとづく期末要支

給額を計上しています。

(5) ポイント引当金

　販売促進等を目的とするポイン

ト制度による将来のポイント利用

に備えるため、過去の実績にもと

づき、第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

同左

(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 同左

５．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

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっています。

同左 同左
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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

前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007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）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）を適用しています。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当年度より「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）を適用しています。なお、従来の資本の部

に相当する金額25,865百万円です。

（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）及び「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）及び「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）並びに「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18年

５月31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）

　当年度より「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「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18年５月31日）を適用しています。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（2006年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（2007年６月30日）

前事業年度末
（2007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

638百万円

*1 有形固定資産の減価償却累計額

 611百万円

 *2 消費税等の取扱い

　仮払消費税及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。

*2 消費税等の取扱い

同左

――――――

 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

19百万円

 3 保証債務

従業員の銀行借入金に対する保証

19百万円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

*1　営業外収益のうち重要なもの *1　営業外収益のうち重要なもの *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

受取利息 26百万円

受取配当金 47百万円

受取利息 31百万円

ポイント引当金戻入益 15百万円

*2　営業外費用のうち重要なもの *2　営業外費用のうち重要なもの *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

固定資産売却損 8百万円

投資事業組合損失 18百万円

商品廃棄損 61百万円

固定資産除却損 136百万円

*3　特別利益のうち重要なもの *3　特別利益のうち重要なもの *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 貸倒引当金戻入益 13百万円 関係会社株式売却益 1,862百万円

貸倒引当金戻入益 652百万円

*4　特別損失のうち重要なもの *4　特別損失のうち重要なもの *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

退職給付費用 76百万円 投資有価証券評価損 11百万円

関係会社株式評価損 728百万円

投資事業組合損失 339百万円

抱合せ株式消滅差損 43百万円

本社移転関連費用 300百万円

貸倒引当金繰入額 250百万円

退職給付費用 140百万円

固定資産臨時償却費 17百万円

*5　減価償却実施額 *5　減価償却実施額 *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

有形固定資産 37百万円

無形固定資産 211百万円

有形固定資産 164百万円

無形固定資産 1,092百万円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －

当第１四半期会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －

前事業年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007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及

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及

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及

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)

四半期
末残高
相当額
(百万円)

器具・備
品

1,647 1,009 － 637

ソフト
ウェア

878 618 153 107

合計 2,526 1,627 153 745

 

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

2,167 1,416 － 751

ソフト
ウェア

919 615 181 123

合計 3,087 2,031 181 874

(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 498百万円

１年超 424百万円

合計 922百万円

リース資産減損勘定の残

高

153百万円

１年内 546百万円

１年超 535百万円

合計 1,082百万円

リース資産減損勘定の残

高

181百万円

(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

額及び減損損失

(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

額及び減損損失

(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

額及び減損損失

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 164百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

28百万円

減価償却費相当額 155百万円

支払利息相当額 6百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 817百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

108百万円

減価償却費相当額 774百万円

支払利息相当額 35百万円

減損損失 －百万円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２． 　　　　 ―――――― ２． 　　　　 ――――――

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
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（2006年６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

 
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

合計 275 109,352 109,077

当第１四半期会計期間末（2007年６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

 
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 125 53,500 53,374

関連会社株式 2,732 41,424 38,691

合計 2,858 94,924 92,065

前事業年度（2007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

 
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 125 57,127 57,001

関連会社株式 2,732 37,487 34,755

合計 2,858 94,615 91,756
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（企業結合会計）

前第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) 資産及び負債の会計処理

当社は合併期日に以下の資産及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) のれん及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、

負債及びのれんとの差額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。 

当第１四半期会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年６月30日）

該当事項はありません。
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前事業年度（自 2006年４月１日　至　2007年３月31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) 資産及び負債の会計処理

当社は合併期日に以下の資産及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) のれん及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。 
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額 92,905.73円

１株当たり四半期純利

益金額

 

△943.69円

１株当たり純資産額 99,719.98円

１株当たり四半期純利

益金額

 

1,262.12円

１株当たり純資産額 101,228.38円

１株当たり当期純利益

金額

 

7,486.64円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半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いません。

同左 　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いません。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

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

当第１四半期会計期間
(自　2007年４月１日
至　2007年６月30日)

前事業年度
(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（百万円） △241 322 1,912

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（百万円）
△241 322 1,912

期中平均株式数（株） 255,520 255,520 255,520
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年６月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

――――――

 

 

――――――

 

 

重要な子会社の株式売却

 当社は、2007年３月８日の取締役

会において、子会社であるスカイ

ゲート㈱株式のすべてを、関連会社

である㈱ディー・エヌ・エーに売却

する基本合意を決議し、2007年４月

25日に売却を実行しました。

売却の理由 スカイゲート㈱は、

海外航空券販売を中

心に、順調に売上を

伸ばしてまいりまし

たが、昨今の旅行業

界並びにオンライン

予約市場における競

争環境の一層の激化

に伴い、グループ経

営の最適化の観点か

ら、より集客を見込

める㈱ディー・エ

ヌ・エーに譲渡する

ことといたしまし

た。    

当該子会社の

事業内容

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

売却する株式

の数

44,000株

売却価額 100百万円

売却損益 翌事業年度に与える

影響は軽微でありま

す。

株式報酬型ストックオプション 

 当社は2007年５月21日の取締役会

及び2007年６月20日の定時株主総会

の決議に基づき、従来の役員退職慰

労金制度を廃止して、株式報酬型ス

トックオプションとして新株予約権

を発行することといたしました。

 

ソネットエンタテインメント㈱（3789）2008 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 51 －


