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（百万円未満切捨て） 
１．19 年９月中間期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

878 △20.3 
1,102    2.3 

△184     －
20   △83.0 

△125    － 
38  △65.8 

△151     －
34   △66.2

19 年３月期 2,191     － △3     －  47       － 50      －
 

 
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

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

△1,597  09
362   25

－  －
－  －

19 年３月期 530   09 －  －
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期  －百万円 18 年９月中間期  －百万円 19 年３月期  －百万円 
 
(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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

7,357   
7,585   

7,144  
7,279  

97.1   
96.0   

75,230   43
76,559  67

19 年３月期 7,572   7,295  96.3   76,827    51
(参考) 自己資本   19 年９月中間期 7,357 百万円 18 年９月中間期 7,585 百万円 19 年３月期 7,572 百万円 
 
(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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

 25  
154  

223  
△3,199  

△45   
△203   

3,509  
1,768  

19 年３月期   343  △1,806  △247   3,305  

 
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

19 年９月期 － － － － － － － － ０ ０ 

20 年３月期  － － － －   

20 年３月期（予想）   － － － －
０ ０ 

 
３．20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通 期 1,800 △17.8  △352  － △271  － △299  －   △3,148 85 
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、18 ページ「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」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数    20 年３月中間期 94,965 株 19 年３月中間期 94,965 株 19 年３月期 94,965 株 
②期末自己株式数     20 年３月中間期  －  株 19 年３月中間期 －  株 19 年３月期 －  株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24 ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念など引き続き景気の先

行きへの不透明感はあるものの、企業収益の回復を背景とした設備投資の増加や雇用・所得の改善に

よる個人消費の回復を受けて、景気は概ね堅調に推移いたしました。 

インターネットを取り巻く環境は、DSL サービスの加入者数は鈍化傾向にあるものの、光ファイバー

を利用した、より帯域の広い FTTH サービスの加入者数が順調に拡大するなど、ブロードバンド環境の

普及は進展を続けております。これに伴い、オンラインゲームや動画配信、また Blog やソーシャルネ

ットワーキングサービス（SNS）等に代表されるいわゆる Web2.0 といったサービスのように、インタ

ーネットを利用した各種サービスも多様化してきており、インターネットサービス分野の市場は着実

に拡大を続けております。 

こうした状況の中、当社は、主たるサービスであるインターネットデータセンター（iDC）サービス

やインターネット接続サービスにおいて新規顧客の獲得と既存顧客の増設の対応に取り組んでまいり

ましたが、大口顧客の解約や日本 SGI 株式会社と進めている SaaS や iDC 付加価値サービスの立ち上が

りの遅れといった要因があり、当中間会計期間におけるサービス別売上高は、以下のとおりとなりま

した。 

a.インターネットデータセンター（iDC）サービス 

既存顧客の増設及び新規顧客の獲得がありましたが、大口顧客であった楽天株式会社の解約

があり、当サービスにおける売上高は 775,077 千円（前年同期比 13.3％減）となりました。 

b.インターネット接続サービス 

新規顧客の獲得がありましたが、既存顧客の解約があり、当サービスにおける売上高は 83,630

千円（前年同期比 58.4％減）となりました。 

c.その他 

iDC サービスの顧客を対象とした通信機器の販売・保守等により、当サービスにおける売上高

は 20,263 千円（前年同期比 188.5%増）となりました。 

 

また、安全性の高い有価証券での運用による利息収入や投資有価証券の売却等により、営業外収

益及び特別利益が発生しております。 

 

一方、費用面につきましては、営業外費用として M&A 関連費用、特別損失として iDC 設備の改修

に伴う固定資産除却損などが発生し、費用全体では前期と比較して大幅に増加いたしました。 

 

上記の結果、当中間会計期間における業績は、売上高 878,971 千円（前年同期比 20.3%減）、経常

損失125,867千円（前年同期は38,366千円の経常利益）、中間純損失151,667千円（前年同期は34,402

千円の中間純利益）となりました。 

 

通期の見通しにつきましては、売上面において、平成 19 年 11 月９日に開示いたしましたとおり、

iDC サービスやインターネット接続サービスにつきましては、大口顧客の解約分を埋めるべく営業活

動を鋭意行っており、現在のところ概ね当初計画通り推移する見込みでありますが、当初予定して

おりましたストレージ、SaaS などの iDC 付加価値サービスの立ち上がりの遅れの影響から当初の売

上予想より減少する見込です。 

 

一方、費用におきましては、新サービス開発・提供のための人件費の増加などがあり、営業損失、

経常損失及び中間純損失が当初計画より拡大する見込みであります。 

以上により、平成 20 年３月期の業績予想につきましては、売上高 1,800 百万円、営業損失 352

百万円、経常損失 271 百万円、当期純損失 299 百万円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態 

キャッシュ・フローの状況（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純損失の計

上や割賦未払金の返済などがありましたが、減価償却費の計上や、有価証券及び投資有価証券の償

還などがあり、前事業年度末に比べ 203,884 千円増加し、当中間会計期間末には 3,509,362 千円（前

年同期比 6.2％増）となりました。 

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は 25,411 千円であり、前中間会計期間に

比べ 129,182 千円減少（前年同期比 83.5％減）しました。これは主に、前中間会計期間に比べて

税引前中間純損失を計上したことなど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） 

  当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は 223,882 千円（前年同期は 3,199,208

千円の支出）でありました。これは主に、有価証券の償還が 100,000 千円、投資有価証券の償還

が 200,000 千円あったこと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） 

   当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は 45,409 千円であり、前中間会計期間に

比べ 157,821 千円減少（前年同期比 77.7%減）しました。割賦未払金の返済によるものでありま

す。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

株主資本比率 78.1 93.1 96.0 96.3 97.1 

時価ベースの株主資本比率（％） 243.1 170.6 106.2 114.0 69.7 

債務償還年数（年） 2.4 0.9 0.6 0.3 1.6 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 21.8 22.3 30.7 44.1 13.0 

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 

（株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。） 

キャッシュ・フロー対有利子負債率:有利子負債／キャッシュ・フロー 

インスタント・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注２）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元策につきましては経営の重要課題の一つと認識しておりますが、

配当に関しましては、今後の事業拡大に備えて企業体質の強化を図ることを優先し当面の間見送る

所存でありますが、将来におきましては、経営成績及び財務状況等を勘案しつつ、利益配分等の株

主還元策の実施を検討していく方針であります。 

 

(4）事業等のリスク 

①当社の事業内容に係るリスクについて 

a.インターネット業界の将来性について 

 日本のインターネット利用者数は、総務省が発表した「通信利用動向調査」よると、平成 18 年

末には約 8,754 万人（対前年比 225 万人増）と推計され、伸びはやや鈍化傾向にあるものの、着

実に増加しております。 

 また、インターネット利用者のアクセス方法は、平成 13 年中頃から、従来のダイヤルアップ接

続の利用が減少し、CATV、ADSL（Asymmetric digital subscriber line）、FTTH（fiber to the home）

などのブロードバンド回線を利用したアクセス方法が飛躍的に増大してきております。同省の発

表によると、平成 18 年末現在のインターネット利用者におけるブロードバンド回線の利用者数は

は約 5,687 万人（対前年度比 1,105 万人増）となっており、特に光回線の個人利用の広がりが顕

著であり、今後もネットワークインフラのブロードバンド化は進展するものと予想されておりま

す。 

 しかしながら、長期的にはインターネットの普及率の上昇及びアクセス回線のブロードバンド

化の促進が持続されない可能性もあり、そのような場合には、インターネットのトラフィック量

に比例するインターネット接続関連の売上の伸びが鈍化する等、当社業績に影響を及ぼす可能性
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があります。 

 

b.コンテンツビジネスの成長性について 

 日本のインターネットの急速な普及やブロードバンド回線の急激な利用拡大の影響から、総務

省が発表した「通信利用動向調査」によれば、インターネット利用者のうちインターネットによ

り商品等を購入したことのある人の割合は 41.4％（対前年比 5.2％増）となり、電子商取引を実

施している企業の割合も 45.7（対前年比 14.8％増）と着実に増加しております。また同調査は、

インターネットの特性を使ったいわゆる「ロングテール現象」を裏付ける結果となっており、今

後につきましても、電子商取引において、とりわけ高品質なコンテンツを用いたエンターテイメ

ント性の高いサービスに対する個人ユーザーの期待は高く、アクセス回線のブロードバンド化も

相俟って、コンテンツの多様化及び流通量の増加は進展していくものと考えております。 

 しかしながら、コンテンツビジネス拡大に向けた問題点として、インターネット上での決済シ

ステムや個人情報の保護に関するユーザーの不安感、複製が容易なデジタルデータが広範に流通

することによる著作権侵害等の問題などもあり、市場の将来の不確実性から、同市場が高成長を

持続できなかった場合には、同業界の顧客を多く抱える当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

C.技術革新・顧客ニーズへの対応について 

 インターネット業界は、いまだ発展途上にあり、その技術革新、業界標準、顧客ニーズの変化

は非常に速く、また、業界の不確定性から、新規サービスの出現や新規の事業参入も容易な環境

にあります。当社は、それら技術革新や顧客のニーズに対し迅速に対処していく所存ではありま

すが、万一、技術革新・顧客ニーズへの対応が遅れた場合には、当社サービスが陳腐化し、競争

力の低下を引き起こす可能性があります。 

 

d.設備及びネットワークの安定性について 

 インターネットは重要な社会基盤として社会全般に浸透してきており、そのネットワークは継

続的に拡大を続けております。そのため、当社設備及びネットワークも 24 時間 365 日年中無休で

の運用が求められており、設備面での電源の二重化や日々の設備及びネットワークの監視など、

障害の発生を未然に防止するべく最大限の取り組みを行っております。また、単一の機器ベンダ

ーに依存しないネットワークの構築や、IX や ISP との接続における回線の二重化など、顧客に対

し安定したネットワークの提供に努めております。 

 しかしながら、地震、火事などの自然災害のほか、コンピュータウイルスやハッカーなどの行

為、その他予期せぬ重大な事象の発生により、万一、当社の設備又はネットワークが利用できな

くなった場合には、サービス停止に伴う信用の低下を引き起こし、顧客の解約はもちろん今後の

新規顧客の獲得に影響が生じることが考えられ、当社業績に重要な支障が生じる可能性がありま

す。 

 

e.競合状況について 

 インターネットデータセンター（iDC）市場は、今後もトラフィックの増加や大容量コンテンツ

の増大、アウトソーシング需要の高まりなどにより引き続き拡大傾向にありますが、通信事業者、

ISP、情報処理サービス事業者を含め数多くの企業が iDC 事業を行なっており、引き続き激しい競

争環境にあるものと認識しております。 

 当社においては、自社の最大の特徴である技術力を活かし「インターネットデータセンター

（iDC）サービス」と「インターネット接続サービス」の双方を行うことによって他の iDC との差

別化を図るとともに、ストレージサービスや SaaS サービスなど顧客ニーズに合った付加価値サー

ビスを提供することにより、過度な価格競争は可能な限り避けていきたいと考えておりますが、

競合他社の動向によっては当社サービスの販売単価への影響が生じ、当社業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

f.情報のセキュリティ管理について 

 当社のハウジングサービスは、顧客企業がインターネット上でコンテンツを配信するためのサ

ーバを預かり、インターネットへの接続環境の提供のほか、サーバ運用に伴う様々なサービスを

提供しておりますが、対象はインフラ部分に限られたものであり、当社がサーバ内のアプリケー

ション部分に関与することは基本的にはありません。また、iDC 設備内においても、監視カメラ
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による監視を行っているほか、顧客ごとに付与する専用カードによって入退室を制限する等、厳

重なセキュリティ体制を構築しております。 

 このほか、社内における顧客企業等の情報についてもその取扱には細心の注意を払っておりま

す。 

 しかしながら、以上のような当社の努力にもかかわらず、万一、外部からの不正アクセスなど

により情報の外部流出等が発生した場合には、当社への損害賠償の請求や当社の社会的信用の失

墜等によって、当社業績に支障が生じる可能性があります。 

 

g.法的規制について 

 当社は、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として総務省へ届け出を行っており、

電気通信事業法に基づく通信役務の提供を行っております。現在のところ、当社の事業に対する

同法による規制の強化又は規則の制定が行われるという認識はありませんが、社会情勢の変化な

どにより当社の事業展開を阻害する規制の強化又は規則の制定が行われる可能性は絶無ではなく、

万一、かかる規制の強化・制定がなされた場合には、当社経営に支障が生じる可能性があります。 

 また、インターネットの普及に伴い発生した各種社会問題への対応として、平成 14 年には「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

ー責任法）や「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が施行されるなど、周辺法令の

整備が加速しており、これに伴い今後当社事業に対する規制がなされることも考えられ、その場

当社経営に支障が生じる可能性があります。 合には    
       f．資金調達に関するリスクについて 

     当社が事業の拡大を図るためには、新たな技術の開発や設備投資のための資金需要に対応して

いく必要があります。これらの資金需要に対し、資本市場からの調達を含めた調達方法の多様化

によってリスク分散を図っていく方針でありますが、環境変化によって十分な資金調達を行えな

い場合には、事業の拡大に支障を生じる可能性があります。 
 

②当社の事業体制について 

a.小規模組織であることについて 

 当社は平成 19 年９月末現在で、取締役８名、監査役３名、従業員 19 名の小規模組織でありま

す。 

 当社は、業務遂行体制の充実に努めてまいりますが、小規模組織であり、限りある人的資源に

依存しているために、社員に業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは社員が社外流出した場合

には、当社の業務に支障をきたすおそれがあります。 

 

b.人材の確保について 

 当社は、今後の事業拡大において、技術者を中心に優秀な人材の確保及び育成が重要であると

考えております。技術者の育成につきましては、当社所属の技術者の社外における研究会等への

積極的な関与、イベント等での講演、雑誌等への寄稿、オープンコミュニティへの参加等を積極

的に奨励し、個々の技術者の知名度の向上を促すとともに、技術者のレベルアップを図っており

ます。 

 しかしながら、優秀な人材の確保につきましては、日本のインターネット業界における人材の

不足等から、今後、必要な経験及び知識を有する人材を適時に必要数を確保できないことも考え

られ、そのような場合には、当社の事業運営上支障が生じる可能性があります。 

 
 

 

２.企業集団の状況 

当社は、インターネット黎明期から培ってきたネットワーク構築・運用技術を活用し、主にインター

ネット上でサービスを展開するコンテンツプロバイダー（CSP）やインターネットサービスプロバイダー

（ISP）等に対し、インターネット接続環境の提供に重点を置いた事業者向けインターネットサービスの

提供を行っております。具体的なサービスといたしましては、コンテンツプロバイダー（CSP）等に対し

てインターネットへの接続環境及び専用ラック、電源、セキュリティ管理等最適なサーバ運用環境の提

供を行う「インターネットデータセンター（iDC）サービス」、インターネットサービスプロバイダー（ISP）

等に対して当社のネットワークを利用した高速・広帯域のインターネット接続環境の提供を行なう「イ

ンターネット接続サービス」、また、「その他」として、主に iDC サービスの顧客向けにサーバ、スイッ

チ等通信機器の販売・保守並びにソフトウェアの販売など付加サービスの提供を行なっております。サ
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ービス概要は以下のとおりであります。 

なお、平成 19 年９月 30 日現在、当社には子会社及び関連会社はありません。 
 

  

コンテンツプロバイダー（CSP）

インターネットサービスプロバイダー（ISP） 

個人ユーザー・法人ユーザー 

当社 

インターネット接続料金 
ラック等利用料金 

インターネット接続料金 

インターネット接続料金 

インターネット接続環境の提供 
最適なサーバ運用環境の提供 

インターネット接続環境の提供 

インターネット接続環境の提供 

 
（データセンターの建設・運用）

（ネットワークの構築･運用） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー 

（
ｉ
Ｄ
Ｃ
）
サ
ー
ビ
ス 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス

IX 

IX 

IX 

ISP 

ISP 

ピアリング 

プライベート
ピアリング 
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３．経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社は、急激に変化する時代の要求に適合したネットワーク環境の構築・運用を行い、インターネ

ットサービスプロバイダー（ISP）、コンテンツサービスプロバイダー（CSP）等のインターネット事業

者に対し最適なネットワーク環境を提供することを通じて、情報通信社会の発展に貢献することを経

営の基本方針としております。また、高品質なサービスを提供していくことにより、企業の成長を側

面から支援し、共に成長していける関係の構築を目指しております。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社は、設備投資先行型の事業形態であり減価償却費など費用に占める固定費割合が高いという現

状から、利益の拡大には変動費の増加を抑えながら効率よく売上高を増加させることが重要であると

考えております。そのため経営指標としては全体の売上高とともに１人当たり売上高を重視しており

ます。また、設備投資においては、ネットワーク機器など陳腐化の生じる可能性の高いものを調達す

る必要があるため、投資額や投資時期はもちろんのこと、技術や製品の寿命などの評価も含め回収可

能性を慎重に検討した上で投資を行なうことで、投下資本利益率（ROI）の向上に努めていきたいと考

えております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、中期的な経営戦略として、以下の点に注力していきたいと考えております。 

①ブロードバンド化及びネットワーク技術の進歩への対応について 

インターネット業界を取り巻く環境は、FTTH（fiber to the home）サービスの提供本格化等に

より、引き続きブロードバンド環境の普及が進展しております。このようなアクセス回線のブロ

ードバンド化に伴い、従来型のコンテンツはもとより、オンラインゲーム、動画配信、Blog、IP

電話などインターネット上で流通するコンテンツも多様化、大容量化しつつあり、それに伴いイ

ンターネットを流れるトラフィック量は増加を続けております。当社は、これらトラフィックの

増加に余裕をもって対応すべく、ネットワークの 10Gbps イーサネット化に取り組んでおり、今後

もトラフィックの推移に合わせて機動的にネットワークの増強に取り組み、サービス品質を高め

ていきたと考えております。 

また、インターネット業界は未だ発展途上にあり、その技術革新、顧客ニーズの変化は非常に

早く、それらに対し迅速に対処することが重要となります。当事業年度におきましても、大手キ

ャリアと連携した MPLS インターネットサービスの提供や、次世代プロトコルである IPv6 インタ

ーネットサービスの提供などに取り組んでおり、今後も自社又は他社と連携してネットワーク技

術の進展に対応し、競争力の強化を図っていきたいと考えております。 

 

②事業規模の拡大について 

当社のデータセンター設備は、平成 19 年３月末現在約 2,700 ㎡の規模となっておりますが、顧

客需要に合わせて拡大してきたということもあり、面積の点から見ますと業界内においては小規

模事業者の部類に属することとなります。当社といたしましては、将来の利益拡大を目指すに当

っては、インターネット市場の発展に合わせて、引き続き事業基盤となるデータセンター設備の

拡張は重要であると考えております。 

データセンターの拡張に当っては、平成 19 年度につきましては、現設備で対応していく予定で

おりますが、昨今業界内で発生している通信機器の高性能化・高密度化に起因するビル自体の電

源供給能力や冷却能力の不足という問題を考慮し、将来的には、１箇所に集約する形態ではなく

複数箇所に拠点を展開する形態も検討しており、iDC 設備の面からも他データセンターとの差別

化を図っていきたいと考えております。 

 

③収益力及び利益率の向上について 

当社は、初期投資がかさむ iDC 設備（ファシリティ）と比較して、ネットワーク設備への投資

につきましては、技術力や規模の拡大によって投資効率を高めることが十分可能であると考えて

おります。そのため、当社といたしましては、ネットワークサービスの充実を図り、トラフィッ

クの多い顧客の獲得を進め、売上高に占めるネットワーク売上の比率を高めることにより利益率

の向上を図っていきたいと考えております。 

また、更なる利益率の向上に当っては、現在提供しているサービスの周辺分野での売上増が重

要であると考えており、当事業年度におきましても監視、ストレージ、システムインテグレーシ
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ョン（SI）等のサービス提供を行なっておりますが、今後も顧客ニーズに対応したサービスの提

供により、売上高の拡大、収益力の向上に努めていきたいと考えております。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

インターネットデータセンター（iDC）業界は、一時の過当競争はやや落ち着いてきておりますが、

価格面のみならずサービス領域の観点からも厳しい競争環境は当面継続するものと見込んでおります。

また、インターネット接続サービスにつきましても、ブロードバンドの進展によるトラフィックの伸

びは続いているものの、大手事業者との競争は激化しており、勝ち残る上で価格競争力の向上は必須

となっております。こうした環境の中、当社は、当面対処すべき課題として以下の事項に積極的に取

り組んでいきたいと考えております。 

 

①高速・大容量ネットワークの構築、価格競争力の向上 

引き続き接続帯域の大容量化を推進していくほか、大手メーカーとの連携による高性能ネット

ワーク機器の早期導入を図ることにより、高速且つ安定した基幹ネットワークを効率的に構築し、

クオリティにおける他社との差別化を進めていきたいと考えております。 

現在、ブロードバンド化の進展に伴い、当社を経由するトラフィックは増加傾向にあり、順次

バックボーンネットワークの 10Gbps 化を推進しており、当事業年度におきましては、顧客向けに

10Gbps 接続サービスの提供も開始いたしました。今後につきましても、トラフィック動向を見据

えて、適宜ネットワークの増強を実施してまいります。また、ISP やコンテンツの当社への集約

を推進し、トラフィックの増大に努めることにより、ネットワークの規模のメリットを追求し、

価格競争力の向上につなげていきたいと考えております。 

 

②iDC 設備の稼働率向上 

コンテンツ市場の多様化・広帯域化に伴う iDC 市場の安定的な拡大見通し及び当社を利用する

顧客の増設需要を鑑み、適宜、iDC 設備の増床を実施してまいりましたが、平成 19 年６月末をも

って当社の主要取引先である楽天株式会社との契約が終了なり、当社の iDC の稼働率は低下して

おります。 

当社といたいましては、営業体制の強化を行なうとともに、多様化する顧客ニーズに的確に対

応するソリューション営業の推進に努め、早期の設備稼働率の向上を図ってまいります。 

 

③サービス領域の拡大及び顧客基盤の拡大 

当社は、強みであるネットワークやファシリティなどのインフラを基盤としたサービス構成を

とっておりますが、特にインターネットデータセンター（iDC）サービスにおいて、システムイン

テグレーション（SI）、監視、ストレージ等の付加価値サービスに対するニーズが高まっておりま

す。当社といたしましても、これらの周辺サービスを強化することは iDC 面積当たりの売上増加

につながり、賃借料等の固定費負担が重い iDC サービスにおいては収益力の向上に大きく貢献す

るものと考え、各種付加価値サービスの提供に取り組んでまいりましたが、現状、売上高に占め

る割合は低い状況にあります。今後につきましても、これらサービスの利用拡大を図るとともに、

更なる新サービスの展開を目指していきたいと考えており、業務提携先である日本 SGI 株式会社

との営業面、サービス開発面での協業を進め、顧客基盤を拡大・安定させ、より一層の成長を目

指してまいります。 

 

④事業拡大に向けた人材の確保・育成 

当社の提供する各種サービスは、当社の構築・運用するネットワークを基盤としており、これ

らは高度な知識及び経験を有する技術者に依存しております。また、当該サービスの販売に当た

っても、顧客の立場にたったコンサルティング能力を必要とし、相当な経験・知識を有する人材

が必要となります。そのため今後の事業拡大に当たっては、優秀な人材の確保及び育成が重要で

あると考えており、継続的に人材の確保・育成を進めてまいります。 
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４．中間財務諸表等 
① 中間貸借対照表      

前中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
  

(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
 

(平成19年３月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 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  768,476 811,478 707,701 

２．売掛金  281,837 260,708 301,673 

３．有価証券  2,999,855 2,697,884 2,697,839 

４．商品  3,575 1,809 1,472 

５．前払費用   56,337 63,409 48,500 

６．その他  30,875 40,908 23,927 

貸倒引当金  △252 △1,247 △270 

流動資産合計   4,140,705 54.6 3,874,951 52.7  3,780,845 49.9

Ⅱ 固定資産    

（1）有形固定資産 ※１   

１.建物  1,530,551 1,427,565 1,475,843 

２.機械及び装置  725,040 621,124 684,020 

３.器具及び備品  230,184 204,697 219,114 

有形固定資産合計  2,485,776  2,253,387 2,378,978 

（2）無形固定資産  34,576 5,919 23,443 

（3）投資その他の資産    

１.投資有価証券  542,650 831,420 1,004,820 

２.破産更生債権等  4,221 10,222 4,041 

３.長期前払費用  434 ― 144 

４.敷金  381,070 392,100 384,606 

貸倒引当金  △4,221 △10,222 △4,041 

投資その他の資産合計  924,154 1,223,521 1,389,572 

固定資産合計   3,444,507 45.4 3,482,828 47.3  3,791,993 50.1

資産合計   7,585,212 100.0 7,357,780 100.0  7,572,838 100.0
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前中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
  

(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
 

(平成19年３月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 （ 千 円 ） 構成比 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  18,238 22,418 22,447 

２．未払金  115,771 108,018 138,110 

３. 未払費用  54,391 45,769 45,199 

４. 未払法人税等  9,559 8,809 10,400 

５. 前受金  ― ― 1,732 

６. 預り金  2,680 2,875 2,757 

７. 賞与引当金  8,766 8,368 8,112 

流動負債合計   209,406 2.8 196,260 2.7  228,760 3.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払金  81,814 ― 33,941 

２．退職給付引当金  14,005 17,262 14,212 

固定負債合計   95,820 1.2 17,262 0.2  48,153 0.6

負債合計   305,226 4.0 213,522 2.9  276,914 3.7

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   4,097,659 54.0 4,097,659 55.7  4,097,659 54.1

 ２．資本剰余金    

（１）資本準備金  3,050,732 3,050,732 3,050,732 

  資本剰余金合計   3,050,732 40.2 3,050,732 41.4  3,050,732 40.3

 ３．利益剰余金    

 （１）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  131,595 △4,133 147,533 

利益剰余金合計   131,595 1.7 △4,133 △0.0  147,533 1.9

株主資本合計   7,279,986 96.0 7,144,257 97.1  7,295,924 96.3

 純資産合計   7,279,986 96.0 7,144,257 97.1  7,295,924 96.3

 負債純資産合計   7,585,212 100.0 7,357,780 100.0  7,572,838 100.0
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② 中間損益計算書      

 
前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

 
当中間会計期間 

      自 平成19年４月１日  
     至  平成19年９月30日 

 
前事業年度 

     自 平成18年４月１日 
 至  平成19年３月31日 

期  別
 
 
 
 
科  目 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   1,102,229 100.0 878,971 100.0  2,191,180 100.0

Ⅱ 売上原価   888,106 80.6 864,726 98.4  1,804,511 82.3

売上総利益   214,122 19.4 14,245 1.6  386,668 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   193,361 17.5 199,052 22.6  390,077 17.9

営業利益（△損失）   20,761 1.9 △184,807 △21.0  △3,408 △0.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  25,660 2.3 107,952 12.3  66,493 3.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  8,055 0.7 49,013 5.6  16,015 0.7

経常利益（△損失）   38,366 3.5 △125,867 △14.3  47,068 2.1

Ⅵ 特別利益 ※３  30 0.0 8,606 1.0  64,090 2.9

Ⅶ 特別損失 ※４  3,519 0.3 33,800 3.8  59,608 2.7

税引前中間(当期)純
利益（△損失）   34,877 3.2 △151,062 △17.2  51,550 2.3

法人税、住民税及び事業税  475 475 0.0 605 605 0.0 1,210 1,210 0.0

中間（当期）純利益 
（△損失）   34,402 3.1 △151,667 △17.3  50,340 2.2
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③ 株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

 
利益剰余金 

合計 

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

純資産合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

4,097,659 3,050,732 3,050,732 97,193 97,193 7,245,584 7,245,584

中間会計期間中の変動額        

中間純利益    34,402 34,402 34,402 34,402

当中間会計期間中の 
変動額合計  （千円） 

－ － － 34,402 34,402 34,402 34,402

平成18年９月30日残高 
（千円） 

4,097,659 3,050,732 3,050,732 131,595 131,595 7,279,986 7,279,986

 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

 
利益剰余金 

合計 

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

純資産合計

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高
（千円） 

4,097,659 3,050,732 3,050,732 147,533 147,533 7,295,924 7,295,924

当中間会計期間中 
の変動額 

       

中間純損失    △151,667 △151,667 △151,667 △151,667

当中間会計期間中の 
変動額合計  （千円） 

－ － － △151,667 △151,667 △151,667 △151,667

平成19年９月30日残高 
（千円） 

4,097,659 3,050,732 3,050,732 △4,133 △4,133 7,144,257 7,144,257

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 資本金 
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

 
利益剰余金 

合計 

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

純資産合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高 4,097,659 3,050,732 3,050,732 97,193 97,193 7,245,584 7,245,584

当事業年度中の変動額        

当期純利益    50,340 50,340 50,340 50,340

当事業年度中の 
変動額合計 

－ － － 50,340 50,340 50,340 50,340

平成19年３月31日残高 4,097,659 3,050,732 3,050,732 147,533 147,533 7,295,924 7,295,924
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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 
 

自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
  

 自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日 

前事業年度の要約 
 

自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益（△
損失） 

 34,877 △151,062 51,550 

減価償却費  163,464 161,894 348,488 

有形固定資産除却損  ― 27,573 6,312 

固定資産売却益  ― △2,000 ― 

ソフトウェア評価損  ― ― 18,597 

貸倒引当金の増加額  3,665 7,157 3,502 

退職給付引当金の増加額  1,538 3,050 1,745 

受取利息及び受取配当金  △14,026 △48,114 △53,512 

支払利息  5,020 1,922 7,751 

投資有価証券売却益  △1,582 △6,606 △63,879 

投資有価証券評価損  ― ― 31,179 

売掛金の増減額  2,616 40,964 △17,219 

買掛金の増減額  1,288 △29 5,497 

たな卸資産の増加額  ― △337 △512 

未払金の増減額  1,517 △12,222 △1,393 

未収消費税等の増加額  △18,498 ― ― 

未払消費税等の減少額  △6,031 △3,111 △1,007 

前受金の増減額  △10 △1,732 1,722 

その他流動資産の増加額  △22,595 △11,327 △18,887 

その他流動負債の増減額  8,095 973 △1,644 

破産更生債権等の増加額  △4,221 △6,180 △4,041 

長期前払費用の増減額  △253 144 36 

小計  154,863 956 314,284 

利息及び配当金の受取額  5,228 27,615 37,479 

利息の支払額  △5,023 △1,951 △7,782 

法人税等の支払額  △475 △1,210 △475 

営業活動によるキャッシュ・フロー  154,593 25,411 343,506 

 

   

 

14



 

メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

 
前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

 

 
当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 
至  平成19年９月30日 

 
前事業年度 

 自 平成18年４月１日
 至  平成19年３月31日

 
 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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  △644,873 △63,629 △699,406 

無形固定資産の取得による支出  △10,500 ― △28,292 

無形固定資産の売却による収入  ― 15,000 ― 

有価証券の償還による収入  ― 100,000 1,900,000 

有価証券の取得による支出  △2,000,375 ― △2,000,375 

投資有価証券の取得による支出  △501,552 △37,800 △1,004,162 

投資有価証券の償還による収入  ― 200,000 ― 

投資有価証券の売却による収入  3,134 17,806 74,691 

敷金保証金の返還による収入  ― 12,195 ― 

敷金保証金の払込による支出  △45,043 △19,688 △48,579 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,199,208 223,882 △1,806,123 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △60,000 ― △60,000 

割賦未払金の返済による支出  △143,231 △45,409 △187,833 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △203,231 △45,409 △247,833 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △3,247,847 203,884 △1,710,450 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,015,929 3,305,478 5,015,929 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間(期末)残高  1,768,082 3,509,362 3,305,478 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項   

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

（1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採

用しております 

(1)満期保有目的の債券 

同左 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

 （2）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を

採用しております。 

（2）その他有価証券 

同左 

（2）その他有価証券 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

商品 

同左 

商品 

同左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

 定額法 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物付属設備 3～18年 

機械及び装置  6～8年 

器具及び備品 4～20年 

(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 

 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

定額法を採用しております。

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

定額法 

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

法を採用しております。 

 また、販売用ソフトウェアに

ついては見込販売可能期間（３

年）に基づく定額法を採用して

おります。 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

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お

ります。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備える

ため、賞与支給見込額の当中

間期負担額を計上しており

ます。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備える

ため、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当中間期末における退

職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。 

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 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている

場合には、特例処理を採用し

ております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金の利息支

払額 

(3)ヘッジ方針 

 デリバティブに関する社内 

 規程に基づき、金利変動に 

よるリスクをヘッジする目 

的で実施しております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法

 キャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの

有効性の判定は省略しており

ます。 

― ― 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

７．中間ｷｬｯｼｭ・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 同左 

 ８．その他中間財務諸表 

（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 

 消費税等の会計処理は、税抜

き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当中間会計期間より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は7,279,986千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、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、改正後

の中間財務諸表等規則により作成してお

ります。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 この変更が損益に与える影響は軽微で

あります。 

 

 

（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7,295,924千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

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、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準） 

 当事業年度より、「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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。 
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追加情報 
前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

― ―  法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微で

あります。 
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メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

注記事項 

（貸借対照表関係）   

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,330,433千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,560,131千円

※１有形固定資産の減価償却累計額 

1,455,469千円

 

（損益計算書関係）   

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息    13,701千円 

違約金収入      9,732千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息     47,431千円 

工事請負収入     58,872千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息      53,070千円 

違約金収入       9,732千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息      5,020千円 

    支払手数料     3,035千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息      1,922千円 

    雑損失       1,897千円 

  支払手数料     45,193千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息     7,751千円 

  支払手数料    7,510千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益    30千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

 固定資産売却益    2,000千円 

  投資有価証券売却益  6,606千円 

 ※３ 特別利益のうち主要なもの 

  貸倒引当金戻入益       210千円 

   投資有価証券売却益 63,879千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入       3,519千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

   建物       3,189千円 

   機械及び装置   24,200千円 

器具及び備品     182千円 

   貸倒引当金繰入    6,227千円 

 ※４ 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損 

   建物        576千円 

   機械及び装置    798千円 

器具及び備品   4,936千円 

５ 減価償却実施額 

  有形固定資産   154,748千円 

   無形固定資産     8,716千円 

５ 減価償却実施額 

  有形固定資産    157,370千円

   無形固定資産      4,524千円

５ 減価償却実施額 

  有形固定資産   329,443千円 

   無形固定資産   19,044千円 
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メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

発行済株式 
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） 

当中間期 

会計期間末（株） 

普通株式 94,965 ― ― 94,965 

 

２．新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

※ 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    768,476  

有価証券勘定     999,605 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金       －   

 現金及び現金同等物  1,768,082 

※ 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19年９月30日現在) 

（千円）

現金及び預金勘定    811,478 

有価証券勘定    2,697,884 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金       －   

 現金及び現金同等物  3,509,362 

※ 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３月31日現在) 

(千円)

現金及び預金勘定   707,701 

有価証券勘定    2,597,777 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金     －   

 現金及び現金同等物  3,305,478 
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（リース取引関係）     

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19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及び中間期末

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当中間期末残

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

 
取 得
価 額
相当額

減価償却
累 計 額
相 当 額

当中間期
末 残 高
相 当 額

 千円 千円

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 115,135千円 １年内 79,120千円 １年内 104,151千円

１年超 91,275千円 １年超 25,823千円 １年超 53,831千円

合計 206,411千円 合計 104,944千円   合計 157,982千円

(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 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

 千円  千円  千円

支払リース料 74,131 支払リース料  58,809 支払リース料  139,826

減価償却費相当額 68,066 減価償却費相当額 54,323 減価償却費相当額 128,601

支払利息相当額 4,668 支払利息相当額 2,571 支払利息相当額 8,414

(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 

(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、利息法によっております。 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円

 
取 得 
価 額 
相当額 

減価償却
累 計 額
相 当 額

期 末
残 高
相当額

 千円 千円 千円

器具及び備品 105,800 74,880 30,920

機械及び装置 348,209 227,873 120,336

ソフトウェア 1,009 946 63

合計 455,019 303,700 151,319

 
取 得 
価 額 
相当額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

当中間期
末 残 高 
相 当 額 

 千円 千円 千円 

器具及び備品 105,800 61,655 44,145 

機械及び装置 389,117 235,118 153,999 

ソフトウェア 1,009 820 189 

合計 495,927 297,593 198,333 

器具及び備品 99,046 81,231 17,815

機械及び装置 309,797 230,616 79,180

合計 408,843 311,848 96,995



 

メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

（有価証券関係） 

 １．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前中間会計期間末（平成18年９月30日）当中間会計期間末（平成19年９月30日）前事業年度（平成19年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

満期保有目的の債券    

コマーシャルペーパー 999,605 2,697,884 2,597,777 

社債 2,000,250 ― 100,062 

非上場外国債券 500,000 800,000 1,000,000 

その他有価証券 
非上場株式 

42,650 31,420 4,820 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

（１株当たり情報）     

前中間会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

1株当たり純資産額 76,659円67銭 1株当たり純資産額 75,230円43銭 １株当たり純資産額 76,827円51銭

1株当たり中間純利益金額 362円25銭 
1株当たり中間純利益金額
（△損失） 

△1,597円09銭 １株当たり当期純利益金額 530円09銭

 
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、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

 

 
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、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 

  

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、希薄化効果を有している
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 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

１株当たり中間（当期)純利益金額  

  中間(当期)純利益(千円)（△損失）  34,402 △151,667  50,340

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)

（△損失） 

 34,402 △151,667 50,340 

期中平均株式数(株)  94,965 94,965 94,965

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数 ― ― ―

（うち新株予約権） ― ― ―

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)純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

第１回新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数

435株） 

第２回新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数

477株） 

第１回新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数

435株） 

第２回新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数

477株） 

第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式

の数435株） 

第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式

の数477株） 
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メディアエクスチェンジ㈱（３７４６） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

 

（重要な後発事象）     

前中間期会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

当中間期会計期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日 

前事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

― 当社は、平成19年11月９日開催の取締役

会において、株式会社ギガプライズ（コー

ド番号3830 名古屋証券取引所セントレッ

クス市場。以下対象者）との間で業務及び

資本提携に関する契約書を締結し、同社株

式を公開買付けにより取得することを決議

いたしました。 

（１）業務資本提携の概要 

当社が保有するインターネットバックボ

ーンやiDCなどインフラ及びネットワーク

技術力と、対象者が保有するISPインフラ及

びシステム開発力を相互に最大限活用して

いくことが、相互のシナジー効果を高め、

両社の企業価値向上に資するとの合意に達

したものであります。 

また、対象者との提携は当社の株主にと

っても株主価値の向上につながり、さらに

本公開買付けを通じて対象者を当社の連結

子会社とすることで両社の連携を強化し、

この提携を迅速且つ確実に遂行できるもの

と判断いたしました。 

  

（２）買付け等の概要 

  対象者 株式会社ギガプライズ 

  買付等を行う株式等の種類 普通株式 

  届出当初の買付等の期間 

   平成19年11月12日（月）から 

平成19年12月11日（火）（21営業日）

  買付等の価格 1株につき金163,000円 

  買付予定の議決権比率 52.12％ 

（7,310株）   

  買付等の決済をする金融商品取引業者の

名称 新光証券株式会社 

主要取引先との契約終了について

 当社の主要取引先である楽天株式

会社から、平成19年４月26日付で、

平成19年６月末をもって現在提供し

ているインターネットデータセンタ

ー(iDC)サービスについて解約する

旨の申込書を受領いたしました。 

 当社の平成19年３月期における

同社向け売上高は616百万円であり、

総売上高に占める割合は28.1％であ

ります。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

当社の主なサービスは、インターネットデータセンター（iDC）サービス、インターネット接続サービス当

であり、（1）生産実績（2）受注実績の該当はありません。なお、（3）販売実績は次のとおりであります。 

平成 19 年３月期

中間期 

（前年同期） 

平成 20 年３月期

中間期 

（当中間期） 

前期（通期） 
 

金額 構成比 金額 構成比

対前年

増減率

金額 構成比

インターネットデータセンター(iDC)サービス

（百万円） 
894 81.1% 775 88.2% △13.3% 1,786 81.5%

インターネット接続サービス 

（百万円） 
200 18.2% 83 9.5% △58.4% 387 17.7%

その他（百万円） 7 0.6% 20 2.3% 188.5% 17 0.8%

合 計（百万円） 1,102 100.0% 878 100.0% △20.3% 2,191 100.0%

（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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