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１．平成20年４月期第１四半期の業績（平成19年５月１日　～　平成19年７月31日）

(1）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 ％

20年４月期第１四半期 1,322 － 67 － 65 － 57 －

19年４月期第１四半期 － － － － － － － －

19年４月期 4,384 － 220 － 180 － 233 －

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

20年４月期第１四半期 3,894 29 3,861 07

19年４月期第１四半期 － － － －

19年４月期 17,625 84 － －

（注）平成19年４月期第３四半期より四半期業績概況の開示を行っているため、平成19年４月期第１四半期及び対前年同

四半期増減率については記載しておりません。

 

(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

20年４月期第１四半期 3,074 1,812 58.9 122,793 29

19年４月期第１四半期 － － － － －

19年４月期 2,696 1,755 65.1 118,939 91

(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

20年４月期第１四半期 6 △22 120 1,444

19年４月期第１四半期 － － － －

19年４月期 234 △37 254 1,340

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 －  －  0 00

20年４月期 －  －  

20年４月期（予想） －  －  0 00

－ 1 －



３．平成20年４月期の業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％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 2,300 15.2 80 － △50 － △50 － △3,387 53

通期 5,010 14.3 250 13.5 100 － 90 － 2,032 52

（注）平成19年11月１日付で株式１株について３株の株式分割を行う予定です。

　　　平成20年４月期通期の業績予想における１株当たり当期純利益金額は、当該株式分割を考慮しております。

 

 （参考）平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

  ※ 別途連結業績予想を開示しております。             （％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
取扱高

（ご参考）
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 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 － － － － － － － － － － － －

通期 7,400 － 11,700 － 450 － 300 － 270 － 6,097 56

（注）①平成19年8月31日付けで株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの株式を公開買付けにより取得し子会社

　　　　化しました。平成20年４月期より同社を対象として連結決算となります。なお、別途同時に連結業績予想に関す

　　　　るお知らせを開示しております。

②上記の状況により対前期増減率および対前年中間期増減率については記載しておりません。

③平成19年11月１日付で株式１株について３株の株式分割を行う予定です。

　平成20年４月期通期の業績予想における１株当たり当期純利益金額は、当該株式分割を考慮しております。

 

４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）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

受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 

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、多分に不確実な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間における我が国の経済は、企業の景況感は横ばい状況ではありますが、設備投資や雇用は依然

として増加しており、引き続き景気は緩やかな回復基調で推移しました。

　このような環境の中、当社は、主に事業者向けブロードバンドインフラストラクチャーのサービスを提供する「ブロー

ドバンド化事業」及びユビキタスプラットフォームを技術ライセンス又はサービスとして機器メーカー等に提供する「ユ

ビキタス化事業」についてそれぞれ下記のとおりの結果となっております。

　当社のブロードバンド化事業における売上高につきましては、ISP事業者向けのネットワークサービスのうち主に光

ファイバーの普及によるブロードバンド接続サービス売上が好調に推移していることにより、710,447千円となりました。

　また、ユビキタス化事業における売上高につきましては、主に株式会社共立メンテナンス、株式会社オーティ・コム

ネットと締結した寮及び集合住宅向けのIP電話とインターネット接続サービスの提供に伴う契約においてサービス提供

用設備等の売却売上が発生したことにより、612,110千円となりました。

　これらの状況により、全体の売上高は1,322,558千円となりました。

 

　売上原価につきましては、トラフィック制御システム「BitAgent」が効率的に機能していることで予想より低いコス

ト水準で運用できているものの、主にIP電話関連機器の売上に伴う仕入れが発生したことにより、1,022,326千円となり

ました。

　販売管理費及び一般管理費においては、前事業年度に引き続き、営業施策の効率的な実行と全般的な費用の抑制を進

めたことから、232,954千円となりました。

　特別損失については、共立メンテナンス向けの通信設備工事に関する長期前払費用の除却損が発生した結果、7,828千

円となりました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間におきましては、営業利益67,276千円、経常利益65,880千円、当第１四半期純利

益57,479千円となりました。

 

項目

当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日

　　至　平成19年７月31日）

前事業年度

（自　平成18年５月１日

　　至　平成19年４月30日）

 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円）  構成比（％）

 ブロードバンド化事業 710,447 53.7 2,947,335 67.2

 ユビキタス化事業 612,110 46.3 1,437,272 32.8

 合計 1,322,558 100.0 4,384,607 100.0

 

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　当第１四半期会計期間末の総資産は、3,074,964千円（前事業年度末から378,898千円の増加）となりました。

　流動資産については、売上高の増加に伴い売掛金が285,302千円の増加、未収入金が197,397千円の増加したことが主

な要因となり、2,611,442千円（前事業年度末から582,035千円の増加）となりました。

　固定資産については、共立メンテナンス向けの通信工事に関する長期前払費用を除却したことにより199,942千円の

減少となったことが主な要因となり、463,522千円（前事業年度末から203,137千円の減少）となりました。

 

（負債の部）

　当第１四半期会計期間末の負債合計は、1,262,535千円（前事業年度末から322,022千円の増加）となりました。

　流動負債については、買掛金が287,893千円の増加、短期借入金が200,000千円の増加したことが主な要因となり、

1,149,789千円（前事業年度末から365,407千円の増加）となりました。

　固定負債については、社債並びに長期借入金の減少が主な要因となり、112,746千円（前事業年度末から43,385千円

の減少）となりました。

 

（純資産の部）

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は、1,812,428千円（前事業年度末から56,875千円の増加）となりました。 

　これは、当第１四半期純利益57,479千円を計上したことが要因となり増加しております。

 

 ②キャッシュ・フローの状況
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　当第１四半期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、1,444,931千円となり、前事業

年度末より104,927千円の増加となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と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）

　営業活動による資金は、6,488千円の増加となりました。

　これは、主に税引前第１四半期純利益が58,052千円、減価償却費が29,511千円、買掛金の増加額287,893千円があっ

たものの、売上債権の増加額285,302千円、未払金の減少額63,906千円があったことよるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、22,000千円の減少となりました。

　これは、主に有形固定資産の取得による支出9,833千円、無形固定資産の取得による支出12,140千円があったことに

よるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は、120,440千円の増加となりました。

　これは、主に長期借入金の返済による支出42,060千円、社債の償還による支出37,500千円があったものの、短期借入

金の純増額200,000千円があったことによるものです。

 

 

３．業績予想に関する定性的情報

①個別業績予想

  中間業績予想においては、売上高は順調に推移しているものの株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（以下

DTI）買収に関わる資金調達に関連して金融機関に対してアドバイザー手数料等が発生することで、経常利益△50百万

円、中間純利益△50百万円と赤字となる見通しであります。但し、上記金融機関への手数料等の一時要因を除いた営業

利益は計画通り80百万円の計上となる見込みです。

  通期業績予想においては、ISP事業の買収によって当社のコアコンポーネントAPIを直接BtoC形式で提供していく「ハ

イブリッド戦略」での売り上げを一定規模見込んでおりましたが、DTIを子会社化し、ハイブリッド事業主体も子会社

へ移管していくことから、個別業績の反映ではなく連結業績へ反映されることとなりました。

  売上高については、前述のとおりブロードバンド化事業においてはISP事業の買収がグループ売上となり個別では減

額となるものの、ユビキタス化事業においては計画が概ね順調に推移していること、また、DTIの当社グループへの融

合戦略のためDTI向けの受託開発業務等の発生が予想されるため当初予想のとおり5,010百万円を見込んでおります。

  利益面については、営業利益においてブロードバンド化事業で想定していたISP事業の買収で得られる利益がグルー

プ利益となるため減額修正し250百万円となり、また、経常利益においては、営業外費用にDTIの買収に伴う資金調達に

関連する手数料等が発生したこと、買収資金の借入金（総額4,800百万円）の利息支払いが開始することなどから100百

万円、当期純利益は90百万円を見込んでおります。

 

②連結業績予想（参考）

  当社では、中期経営ビジョン「SiLK VISION 2010」を策定しております。その計画の中心となるものとして、ユビキ

タスネットワーク技術を活かしてISPが様々なネットワークサービスやデジタル家電の媒介役となる「Ubiquitous 

HUB」構想があり、従来のISP事業者の概念を変革する新世代ISPの事業領域を確立する計画を進めております。

  当社では、この計画に基づきISP事業者への資本参加又は買収を積極的に進めており、既に平成19年9月3日に発表い

たしましたとおり、当社業績に大きく影響する規模の買収を完了していることから、連結業績予想を公表しております。

その概要は以下のとおりです。

  このたび、DTIが当社グループに加わることにより、下半期（平成19年10月1日～平成20年4月30日）から連結決算を

開始する予定です。今回の連結業績予想の作成にあたりまして、DTIの売上計上基準を、総売上高（インターネット接

続料金に加え、通信キャリアが提供するブロードバンド回線の家庭までのアクセスラインの再販部分を売上高として計

上したもの）から、純売上高（インターネット接続料金のみ）に変更しております（いわゆる「ネット」による計上基

準への変更となります）。このことにより、純粋な企業の事業活動が売上、利益に直接反映されることとなり、事業活

動以外で売上高のみが膨らむことを防ぎ、より透明性の高い開示となると考えております。また、従来の総売上高を比

較のために今後は参考情報として「取扱高」として合わせて開示する方向で検討しております。

  上記の結果、当社グループの売上高は、当初の単体予想の147％となる7,400百万円となり、営業利益はDTI買収によ

り発生する予定ののれん代の償却（償却期間は10年を予定しております）、各種構造改革費用（一時費用）を加味して

も、当初の単体予想の107％となる450百万円、経常利益は金融機関等への手数料など買収関連費用（一時費用）が発生
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するため当初の単体予想の78％となる300百万円、当期純利益は270百万円を予想しております。

　なお、DTI業績の連結損益計算書への組み入れは、当連結会計期間においては下半期のみとなっており、通年で寄与

するのは来年度からとなります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

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  1,444,931   1,340,003   

２．売掛金  869,345   584,042   

３．たな卸資産  37,429   38,228   

４．未収入金  199,487   2,090   

５．その他  62,038   66,658   

貸倒引当金  △1,790   △1,617   

流動資産合計   2,611,442 84.9  2,029,406 75.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 41,743   42,990   

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  151,606   152,647   

(2）その他  5,864   6,194   

無形固定資産合計  157,471   158,842   

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  41,514   42,118   

(2）差入保証金  182,250   182,250   

(3）長期前払費用  40,195   240,137   

(4）その他  3,785   4,628   

貸倒引当金  △3,438   △4,307   

投資その他の資産合計  264,307   464,827   

固定資産合計   463,522 15.1  666,659 24.7

資産合計   3,074,964 100.0  2,696,065 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  307,924   20,031   

２．短期借入金  200,000   －   

３．一年以内返済予定の長期
借入金

 96,158   132,218   

４．未払金  386,476   461,746   

５．未払法人税等  2,638   6,091   

６．その他 ※２ 156,591   164,294   

流動負債合計   1,149,789 37.4  784,381 29.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債  100,000   137,500   

２．長期借入金  10,000   16,000   

３．その他  2,746   2,631   

固定負債合計   112,746 3.7  156,131 5.8

負債合計   1,262,535 41.1  940,512 34.9

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,663,325 54.1  1,663,325 61.7

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  267,325   267,325   

資本剰余金合計   267,325 8.7  267,325 9.9

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △114,795   △172,275   

利益剰余金合計   △114,795 △3.8  △172,275 △6.4

株主資本合計   1,815,854 59.0  1,758,374 65.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

 △3,425   △2,821   

評価・換算差額等合計   △3,425 △0.1  △2,821 △0.1

純資産合計   1,812,428 58.9  1,755,553 65.1

負債純資産合計   3,074,964 100.0  2,696,065 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,322,558 100.0  4,384,607 100.0

Ⅱ　売上原価   1,022,326 77.3  3,200,573 73.0

売上総利益   300,231 22.7  1,184,033 27.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   232,954 17.6  963,738 22.0

営業利益   67,276 5.1  220,295 5.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  239 0.0  3,774 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,635 0.1  43,101 1.0

経常利益   65,880 5.0  180,969 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  64,817 1.5

Ⅶ　特別損失 ※４  7,828 0.6  9,854 0.2

税引前第１四半期（当
期）純利益

  58,052 4.4  235,931 5.4

法人税、住民税及び事業
税

  572 0.0  2,290 0.1

第１四半期（当期）純利
益

  57,479 4.4  233,641 5.3
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

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

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,663,325 267,325 267,325 △172,275 △172,275 1,758,374 △2,821 △2,821 1,755,553

第１四半期会計期間中の変動
額

第１四半期純利益 － － － 57,479 57,479 57,479 － － 57,479

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）

－ － － － － － △603 △603 △603

第１四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － － 57,479 57,479 57,479 △603 △603 56,875

平成19年７月31日　残高
（千円）

1,663,325 267,325 267,325 △114,795 △114,795 1,815,854 △3,425 △3,425 1,812,428

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

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

平成18年４月30日　残高
（千円）

1,396,000 1,294,600 1,294,600△1,700,516△1,700,516 990,083 215,603 215,603 1,205,686

事業年度中の変動額

新株の発行 267,325 267,325 267,325 － － 534,650 － － 534,650

当期純利益 － － － 233,641 233,641 233,641 － － 233,641

利益処分による資本準備金
の取崩

－△1,294,600△1,294,600 1,294,600 1,294,600 － － － －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

－ － － － － － △218,424 △218,424 △218,424

事業年度中の変動額合計（千
円）

267,325△1,027,275△1,027,275 1,528,241 1,528,241 768,291 △218,424 △218,424 549,866

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,663,325 267,325 267,325 △172,275 △172,275 1,758,374 △2,821 △2,821 1,755,553
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期（当期）純利益  58,052 235,931

減価償却費  29,511 129,850

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  △696 1,771

受取利息及び受取配当金  △214 △785

支払利息及び社債利息  1,342 7,979

上場関連費用  － 21,376

為替差損益  0 △1

株式交付費償却  － 10,155

投資有価証券売却益  － △64,817

固定資産除却損  5,728 －

売上債権の増加額  △285,302 △95,610

たな卸資産の減少額  798 31,338

その他流動資産の増加額  △12,302 △14,311

長期前払費用の増加額  △1,889 △51,764

買掛金の増加額  287,893 7,000

未払金の増加額又は減少額（△）  △63,906 50,438

その他流動負債の減少額  △9,323 △9,251

その他  2,969 7,956

小計  12,660 267,256

利息及び配当金の受取額  211 769

利息の支払額  △1,952 △8,051

訴訟和解金の支払額  △2,100 －

前期損益修正損の支払額  － △3,041

受贈益による収入  － 1,266

上場関連費用の支払額  － △21,376

法人税等の支払額  △2,332 △2,419

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,488 234,402
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当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

担保預金の解除による収入  － 30,204

有形固定資産の取得による支出  △9,833 △1,353

無形固定資産の取得による支出  △12,140 △43,633

投資有価証券の売却による収入  － 67,067

差入保証金の差入による支出  － △96,333

その他  △26 6,378

投資活動によるキャッシュ・フロー  △22,000 △37,670

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  200,000 △38,000

長期借入金の返済による支出  △42,060 △254,640

社債の発行による収入  － 98,090

社債の償還による支出  △37,500 △75,000

株式の発行による収入  － 524,494

財務活動によるキャッシュ・フロー  120,440 254,945

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  0 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  104,927 451,679

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,340,003 888,324

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高  ※ 1,444,931 1,340,003
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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
当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

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

に基づく時価法（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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

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） 

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

 

時価のないもの

同左 

 

 (2）デリバティブ

時価法 
 

(2）デリバティブ

同左
 

 (3）たな卸資産

①商品

　先入先出法による原価法を採用し

ております。

②貯蔵品

　主に先入先出法による原価法を採

用しております。

 

(3）たな卸資産

①商品

同左

 

②貯蔵品

同左

 

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 

建物　　　　　　　３～18年

工具器具及び備品　３～15年

 

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 

建物　　　　　　　３～18年

工具器具及び備品　３～15年

 
 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。

 

(2）無形固定資産

同左

 

 

 (3）長期前払費用

定額法を採用しております。

 

(3）長期前払費用

同左

 

３．繰延資産の処理方法 (1）　　　　　 －　　　　

 

 

 

(2）　　　　　 －　　　

(1）株式交付費

  支払時に全額費用処理しておりま

す。

 

(2）社債発行費

  支払時に全額費用処理しておりま

す。

 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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

額を計上しております。

 

貸倒引当金

同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

 

同左

 

 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている金利

スワップ取引については、特例処理を

採用しております。

 

(2）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ手段　　金利スワップ

　ヘッジ対象　　借入金利息

 

(3）ヘッジ方針

　資金調達活動における金利変動リス

クの回避を目的として、対応する借入

金残高を限度額としてデリバティブ取

引を行う方針であり、投機目的のデリ

バティブ取引は行わない方針でありま

す。またデリバティブ取引の実行及び

管理は担当役員の決裁の下、財務経理

部が行っており、取引状況は月次取締

役会にて報告されております。

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件に該

当するため、その判定をもって有効性

の評価に代えております。

 

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

  

 

(2）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(3）ヘッジ方針

　資金調達活動における金利変動リス

クの回避を目的として、対応する借入

金残高を限度額としてデリバティブ取

引を行う方針であり、投機目的のデリ

バティブ取引は行わない方針でありま

す。またデリバティブ取引の実行及び

管理は担当役員の決裁の下、管理部が

行っており、取引状況は月次取締役会

にて報告されております。

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．四半期キャッシュ・フロー計算

書（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。

 

同左

 

 

８．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

税抜方式によっております。

 

 消費税等の会計処理

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

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

 

 

 

 

 

 

 

－

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,755,533千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「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

用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第19号　平成18年８月11日）を適

用しております。

　これに伴い、前事業年度における「新株発行費償却」は

当事業年度より「株式交付費償却」として表示する方法に

変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 83,042千円 　   80,550千円

  

※２ 消費税等の取扱い ※２　　　　　　　　　　 －

 　仮払消費税等及び仮受消費税等は、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

表示しております。

 

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１ 営業外収益のうち主要な項目及び金額 ※１ 営業外収益のうち主要な項目及び金額

受取利息 163千円

受取配当金 50千円

  

受取利息 670千円

受取配当金 114千円

受贈益 2,532千円

  

※２ 営業外費用のうち主要な項目及び金額 ※２ 営業外費用のうち主要な項目及び金額

支払利息 811千円

社債利息 530千円

  

  

支払利息 6,338千円

社債利息 1,640千円

株式交付費償却 10,155千円

上場関連費用 21,376千円

  

※３　　　　　　　　　　 －

  

※３ 特別利益のうち主要な項目及び金額

投資有価証券売却益 64,817千円

  

※４ 特別損失のうち主要な項目及び金額

固定資産除却損 5,728千円

  

  

※４ 特別損失のうち主要な項目及び金額

前期損益修正損 3,041千円

固定資産除却損 5,184千円

貯蔵品処分損 1,508千円

  

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 2,492千円

無形固定資産 13,026千円

有形固定資産 11,090千円

無形固定資産 47,240千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７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

前事業年度末
株式数（株）

当四半期会計期間増
加株式数（株）

当四半期会計期間
減少株式数（株）

当四半期会計期間末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 14,760 － － 14,760

合計 14,760 － － 14,760

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４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）

発行済株式

普通株式 13,060 1,700 － 14,760

合計 13,060 1,700 － 14,760

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加1,700株は、公募増資による新株の発行による増加であります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

  に掲記されている科目の金額との関係

 

（平成19年７月31日現在）
 　　　　　　　

現金及び預金勘定 1,444,931千円

現金及び現金同等物 1,444,931千円

 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

  ている科目の金額との関係

 

 （平成19年４月30日現在）
 

現金及び預金勘定 1,340,003千円

現金及び現金同等物 1,340,003千円

 

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

第１四半期
末残高相当
額
(千円)

工具器具及び備品 275,463 105,818 169,644

ソフトウェア 114,136 67,909 46,226

合計 389,599 173,728 215,870

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

工具器具及び備品 742,413 307,808 434,605

ソフトウェア 114,136 62,203 51,933

合計 856,549 370,011 486,538

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 86,958千円

１年超 136,269千円

合計 223,227千円

１年内 180,367千円

１年超 326,663千円

合計 507,030千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 21,853千円

減価償却費相当額 21,497千円

支払利息相当額 2,460千円

支払リース料 188,047千円

減価償却費相当額 168,340千円

支払利息相当額 25,266千円

(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

額法によっております。

(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、各期への配分方法は利息法に

よっております。

(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．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 1,261千円

１年超 630千円

合計 1,891千円

１年内 1,261千円

１年超 840千円

合計 2,102千円
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成19年７月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 9,900 6,474 △3,425

合計 9,900 6,474 △3,425

(注)　株式の減損にあたっては、第１四半期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

　　　を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

　　　いて減損処理を行っております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 35,040

前事業年度末（平成19年４月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 9,900 7,078 △2,821

合計 9,900 7,078 △2,821

(注)　株式の減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

　　　30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

　　　処理を行っております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 35,040

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（平成19年７月31日現在）

　当社の利用しているデリバティブ取引には全てヘッジ会計が適用されているため、注記の対象から除いており

ます。

 

前事業年度（平成19年４月30日現在）

　当社の利用しているデリバティブ取引には全てヘッジ会計が適用されているため、注記の対象から除いており

ます。

 

フリービット㈱平成 20 年４月期第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 18 －



（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数

 

 

当社取締役  ５名

当社監査役  ３名

当社従業員  ７名

当社取締役  ３名

当社従業員  10名

 

 当社監査役  ３名

 当社従業員  54名

 

ストック・オプション数 普通株式　 356株（注１） 普通株式 1,000株（注１） 普通株式　 300株（注１）

付与日 平成14年７月25日 平成18年７月13日  平成18年12月４日

権利確定条件  （注２）  （注２）  （注２）

対象勤務期間  （注３）  （注３）  （注３）

権利行使期間
 自　平成16年７月26日

 至　平成18年７月25日

 自　平成19年７月28日

 至　平成24年７月27日

 自　平成20年７月28日

 至　平成25年７月27日

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

 ２．①対象者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日より６ヶ月を経過した日及び権利行使

　　 期間の開始日のいずれか遅い方の日以後においてのみ、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員その他これに

準ずる地位にあると当社の取締役会が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した

場合、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

③その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員と

の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 ３．対象期間に関する定めはありません。
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 (2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  - - -

付与  - 1,000 300

失効  - - -

権利確定  - - -

未確定残  - 1,000 300

権利確定後 （株）    

前事業年度末  166 - -

権利確定  - - -

権利行使  - - -

失効  166 - -

未行使残  - - -

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 400,000 600,000 600,000

行使時平均株価 （円） - - -

公正な評価単価（付与日） （円） - - -

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・

オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

  また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定し

ており、当社株式の評価方法は、取引事例基準法によっております。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

４．財務諸表への影響額

  ストック・オプション制度による財務諸表に与える影響はありません。

（持分法損益等）

当第１四半期会計期間（平成19年７月31日現在）

　該当事項はありません。

 

前事業年度（平成19年４月30日現在）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額 122,793円29銭

  

１株当たり第１四半期純利益金額 3,894円29銭

  

潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益金額
3,861円07銭

１株当たり純資産額 118,939円91銭

  

１株当たり当期純利益金額 17,625円84銭

  

　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、潜在株式が希薄化効果を有しないため、記載してお

りません。

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。

 
当第１四半期会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日)

前事業年度
(自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益金

額
  

第１四半期（当期）純利益（千円） 57,479 233,641

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純

利益（千円）
57,479 233,641

普通株式の期中平均株式数（株） 14,760 13,256

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額
  

第１四半期（当期）純利益調整額（千

円）
(－) (－)

普通株式増加数（株） 127 －

（うち新株予約権） (127) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり第１四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－

 

 

平成14年7月25日定時株主総会決議ス

トックオプション

（新株予約権166個）

 普通株式　　　　　　166株

平成17年7月26日定時株主総会決議ス

トックオプション

（新株予約権1,000個）

 普通株式　　　　　1,000株

平成18年7月28日定時株主総会決議ス

トックオプション

（新株予約権300個）

 普通株式　　　　　　300株
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．会社分割契約について

  当社は、株式会社ライブドアのlivedoor接続サービス

事業に関する権利義務を会社分割（吸収分割）により承

継いたしました。

概要については以下のとおりであります。

 

（１）相手企業の名称及び取得する事業の内容

①相手企業の名称　　　　：株式会社ライブドア

②取得する事業の内容　　：livedoor接続サービス

③取得する事業の経営成績：

  売上高　　 　154百万円

  売上総利益　　44百万円

　営業利益　　　43百万円

  当期純利益    43百万円

※上記livedoor接続事業は、株式会社ライブドア（現株

式会社ライブドアホールディングス）における平成17年

10月１日から平成18年９月30日までの１年間の業績であ

ります。

 ④承継する資産及び負債の項目：

livedoor接続サービス事業の運営に合理的に必要な範囲

の顧客情報及び当該顧客とのサービス提供契約における

権利・義務を承継いたします。

 

（２）企業結合を行った主な理由

　当社は、インターネットサービスプロバイダー事業者

向けにインターネット接続サービスの運用代行事業を展

開しております。livedoor接続サービスにつきましても、

サービス開始当初より、インターネット接続環境の提供、

各種の技術提供及びサービス運営に関する業務を全般的

に行ってまいりました。

　今回の分割・承継につきましては、両社のコアコンピ

タンスをより充実させることで、livedoor接続サービス

のユーザーに対する、よりよいサービス環境を提供でき

ることを目指しております。

 

（３）会社分割（吸収分割）の日程

平成19年６月13日　分割契約締結日

平成19年８月１日　分割期日（効力発生日）

 

（４）企業結合の法的形式

　当社を取得企業とする吸収分割であります。なお、会

社分割に際して株式の割当交付は行いません

 

（５）取得した事業の取得原価及びその内訳

　金35,000千円

 

１．会社分割契約について

  当社は、株式会社ライブドアのlivedoor接続サービス

事業に関する権利義務を会社分割（吸収分割）により承

継する契約を締結いたしました。

概要については以下のとおりであります。

 

（１）相手企業の名称及び取得する事業の内容

①相手企業の名称　　　　：株式会社ライブドア

②取得する事業の内容　　：livedoor接続サービス

③取得する事業の経営成績：

  売上高　　 　154百万円

  売上総利益　　44百万円

　営業利益　　　43百万円

  当期純利益    43百万円

※上記livedoor接続事業は、株式会社ライブドア（現株

式会社ライブドアホールディングス）における平成17年

10月１日から平成18年９月30日までの１年間の業績であ

ります。

 ④承継する資産及び負債の項目：

livedoor接続サービス事業の運営に合理的に必要な範囲

の顧客情報及び当該顧客とのサービス提供契約における

権利・義務を承継いたします。

 

（２）企業結合を行った主な理由

　当社は、インターネットサービスプロバイダー事業者

向けにインターネット接続サービスの運用代行事業を展

開しております。livedoor接続サービスにつきましても、

サービス開始当初より、インターネット接続環境の提供、

各種の技術提供及びサービス運営に関する業務を全般的

に行ってまいりました。

　今回の分割・承継につきましては、両社のコアコンピ

タンスをより充実させることで、livedoor接続サービス

のユーザーに対する、よりよいサービス環境を提供でき

ることを目指しております。

 

（３）会社分割（吸収分割）の日程

平成19年６月13日　分割契約締結日

平成19年８月１日　分割期日（効力発生日）

 

（４）企業結合の法的形式

　当社を取得企業とする吸収分割であります。なお、会

社分割に際して株式の割当交付は行いません

 

（５）取得した事業の取得原価及びその内訳

　金35,000千円を見込んでおります。
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当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（６）発生するのれんの金額、発生原因、償却の方法及

び償却期間

①のれんの金額

　35百万円

②発生原因

  今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力

の合理的な見積もりにより発生したものであります。

③償却の方法及び償却期間

  ５年間で均等償却

 

 （７）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容

及び当該事業年度移行の会計処理

　該当事項はありません。

 

 （６）発生するのれんの金額、発生原因、償却の方法及

び償却期間

  承継する権利・義務の対価として、35,000千円の発生

を見込んでおります。償却の方法及び償却期間について

は確定しておりません。 

 

 （７）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容

及び当該事業年度移行の会計処理

　該当事項はありません。

フリービット㈱平成 20 年４月期第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 23 －



当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

２．株式公開買付けの実施について 

  当社は、株式会社ドリーム・トレイン・インターネッ

ト（以下「DTI」といいます）株式に対する公開買付けを

平成19年８月23日にて完了し、平成19年８月31日に同社

は当社の子会社となっております。

　本株式公開買付けの概要は以下のとおりであります。

 

（１）公開買付けの目的

  当社は、「Being The NET Frontier!（インターネット

を広げ、社会に貢献する）」という企業理念に基づき、

インターネットに関わるコアテクノロジーの開発、大規

模システムの運用といった技術力を背景に、ISP事業者や

インターネットを事業に活用したいと考えている機器メー

カー、IT企業等に対してインターネットビジネス支援事

業を行っております。

　DTIは、インターネット草創期の平成７年に三菱電機株

式会社の関連会社として設立され、高品質なインターネッ

ト接続サービスと手厚いサポートを特徴として顧客満足

度の高い事業者として独自のポジションを築いてきまし

た。また、昨今では、東京電力グループとして、東京電

力の光ファイバー事業と積極的な連携を行い、光ファイ

バーユーザーを順調に獲得しております。

　当社は、DTIの発行済株式総数の約96.19％を保有する

筆頭株主である東京電力から対象者の企業価値向上策に

ついて相談を受けるとともに、当社と対象者との間の事

業提携及び資本提携について慎重に協議・検討を重ねて

参りました。

　当社は、本公開買付けを経て、DTIが当社グループに加

わることにより、当社の持つユビキタスネットワーク関

連技術である「Emotion Link」をはじめとする独自技術

を利用した新サービスをDTIが有するユーザーに速やかに

提供することが可能となり、事業の進捗スピードが上が

り事業拡大並びに社会のユビキタス化に貢献できます。

また、DTIは、先進的なサービスをいち早く開始すること

で競合他社との差別化を図ることができると同時に接続

サービス以外の収入が得られることになります。このよ

うに両者が持つ経営資源を相互補完的に活用することに

より、当社の「Being The NET Frontier!（インターネッ

トを広げ、社会に貢献する）」という企業理念の実現に

つながるとともに、DTIは新世代ISP「Ubiquitous HUB」

の先駆者としての地位確立を目指すことが可能になりま

す。

  このような方針により、当社は、両者の協働は双方の

企業価値向上に資するものであると判断し、DTIの発行済

株式の全ての取得を目的とした公開買付けを実施するこ

とといたしました。本公開買付けの実施により、当社は

DTIを連結子会社化することで、高いシナジー効果の発揮

を目指すものであり、双方の持つ事業優位性を活用する

ことで、より一層の事業拡大が可能となるものと考えて

おります。

 

２．株式公開買付けの実施について

　平成19年７月25日に、当社と東京電力株式会社（以下

「東京電力」といいます）は、当社が株式会社ドリーム・

トレイン・インターネット（以下「DTI」といいます）に

対し公開買付けを実施し、東京電力がその保有するすべ

てのDTI株式（発行済株式総数の96.19％、45,844株）を

もってこれに応募することに関して公開買付応募契約を

締結しました。

 

（１）公開買付けの目的

  当社は、「Being The NET Frontier!（インターネット

を広げ、社会に貢献する）」という企業理念に基づき、

インターネットに関わるコアテクノロジーの開発、大規

模システムの運用といった技術力を背景に、ISP事業者や

インターネットを事業に活用したいと考えている機器メー

カー、IT企業等に対してインターネットビジネス支援事

業を行っております。

　DTIは、インターネット草創期の平成７年に三菱電機株

式会社の関連会社として設立され、高品質なインターネッ

ト接続サービスと手厚いサポートを特徴として顧客満足

度の高い事業者として独自のポジションを築いてきまし

た。また、昨今では、東京電力グループとして、東京電

力の光ファイバー事業と積極的な連携を行い、光ファイ

バーユーザーを順調に獲得しております。

　当社は、DTIの発行済株式総数の約96.19％を保有する

筆頭株主である東京電力から対象者の企業価値向上策に

ついて相談を受けるとともに、当社と対象者との間の事

業提携及び資本提携について慎重に協議・検討を重ねて

参りました。

　当社は、本公開買付けを経て、DTIが当社グループに加

わることにより、当社の持つユビキタスネットワーク関

連技術である「Emotion Link」をはじめとする独自技術

を利用した新サービスをDTIが有するユーザーに速やかに

提供することが可能となり、事業の進捗スピードが上が

り事業拡大並びに社会のユビキタス化に貢献できます。

また、DTIは、先進的なサービスをいち早く開始すること

で競合他社との差別化を図ることができると同時に接続

サービス以外の収入が得られることになります。このよ

うに両者が持つ経営資源を相互補完的に活用することに

より、当社の「Being The NET Frontier!（インターネッ

トを広げ、社会に貢献する）」という企業理念の実現に

つながるとともに、DTIは新世代ISP「Ubiquitous HUB」

の先駆者としての地位確立を目指すことが可能になりま

す。

  このような方針により、当社は、両者の協働は双方の

企業価値向上に資するものであると判断し、DTIの発行済

株式の全ての取得を目的とした公開買付けを実施するこ

とといたしました。本公開買付けの実施により、当社は

DTIを連結子会社化することで、高いシナジー効果の発揮

を目指すものであり、双方の持つ事業優位性を活用する

ことで、より一層の事業拡大が可能となるものと考えて
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当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（２）公開買付けの概要

①対象会社の概要

商号 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 

主な事業内容 インターネット接続事業、インターネット

サーバレンタルサービス事業、インターネットサーバ環

境提供サービス事業等 

本店所在地 東京都港区港南二丁目16番１号 

代表者 代表取締役社長　肥田木　誠 

資本金の額 1,257百万円 

総資産の額 4,321百万円

（平成19年３月末現在） 

売上高 15,987百万円

（平成19年３月期） 

②買付け価格

１株につき117,000円

③買付け株式数

47,240株

 （取得価額　5,527百万円）

④支払資金の調達方法

主に銀行借入による調達

おります。

 

（２）公開買付けの概要 

①対象会社の概要

商号 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 

主な事業内容 インターネット接続事業、インターネット

サーバレンタルサービス事業、インターネットサーバ環

境提供サービス事業等 

本店所在地 東京都港区港南二丁目16番１号 

代表者 代表取締役社長　肥田木　誠 

資本金の額 1,257百万円 

総資産の額 4,321百万円

（平成19年３月末現在） 

売上高 15,987百万円

（平成19年３月期） 

②買付け価格

１株につき117,000円

③買付け予定株式数

45,844株

 （取得価額　5,363百万円）

④公開買付けの開始時期

平成19年７月27日

⑤支払資金の調達方法

主に銀行借入による調達
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当第１四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

３．銀行借入による資金調達の実施について

　当社は、平成19年８月30日、株式会社ドリーム・トレ

イン・インターネット株式取得に要する資金の調達を主

たる目的として、以下のとおり借入契約を締結し、実行

しております。

 

(1）借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行

 

(2）借入金額

①ファシリティA 1,500百万円

②ファシリティB 3,300百万円

 

(3）返済条件

①ファシリティA

　期日一括返済

②ファシリティB

　2007年11月末日 165百万円返済

　2008年２月末日 165百万円返済

　残額は期日一括返済

 

(4）借入実行日

平成19年８月30日

 

(5）借入期間

　平成20年３月31日

 

  上記のうち、ファシリティBについては、別途シンジ

ケート方式によるローン契約の締結を予定しております。
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