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１．平成19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

（注）当社は、平成19年10月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成18年10月中間期及び平成19年４月

期の数値並びに対中間期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％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10月中間期 2,393 － 150 － 30 － 20 －

18年10月中間期 － － － － － － － －

19年４月期 － － － － － － － －

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10月中間期 1,415 54 1,390 70

18年10月中間期 － － － －

19年４月期 － － － －

（参考）持分法投資損益 19年10月中間期 －百万円 18年10月中間期 －百万円 19年４月期 －百万円

(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

19年10月中間期 10,186 1,899 18.5 126,359 38

18年10月中間期 － － － － －

19年４月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年10月中間期 1,889百万円 18年10月中間期 －百万円 19年４月期 －百万円

(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

19年10月中間期 40 △5,033 4,992 1,339

18年10月中間期 － － － －

19年４月期 － － － －

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

３．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）

（％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 7,400 － 450 － 300 － 270 － 6,020 07

（注）①当社の連結業績予想では、「売上高」に加え「取扱高」についても記載しております。詳細は３ページの【連結

業績予想における売上高の表記について】をご覧ください。

－ 1 －



　　　②当社は平成19年12月１日付で株式１株について３株の株式分割を行っております。

　　　平成20年４月期通期の連結業績予想における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）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）　有

新規 ２社 （株式会社ドリーム・トレイン・インターネット）

（株式会社スーパーホットラインズ）

（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月中間期 14,950株 18年10月中間期 13,060株 19年４月期 14,760株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 －株 18年10月中間期 －株 19年４月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％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10月中間期 2,382 19.3 140 47.2 19 △77.0 10 △85.8

18年10月中間期 1,996 － 95 － 86 － 76 －

19年４月期 4,384 － 220 － 180 － 233 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年10月中間期 731 98

18年10月中間期 5,827 51

19年４月期 17,625 84

(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

19年10月中間期 7,769 1,878 24.2 125,683 48

18年10月中間期 2,227 1,186 53.3 90,886 00

19年４月期 2,696 1,755 65.1 118,939 91

（参考）自己資本 19年10月中間期 1,878百万円 18年10月中間期 1,186百万円 19年４月期 1,755百万円

２．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30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 5,010 14.3 250 13.5 100 － 90 － 2,006 69

（注）当社は平成19年12月１日付で株式１株について３株の株式分割を行っております。

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。

※　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ページをご参照ください。
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　【連結業績予想における売上高の表記について】

　当社では、平成19年９月７日に通期連結業績予想を発表しておりますが、当社の連結業績予想においては、連結子

会社である（株）ドリーム・トレイン・インターネットの売上計上基準を、これまでの総売上高（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）に変更する方針で表示しております。これは、純粋

な企業の事業活動が売上、利益の数値に直接反映されるようにするためであり、より透明性の高い開示を実施するた

めの対応です。また、従来の数値との比較のため、参考として「取扱高」を表示しております。

 　　通期連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

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

通期 7,400 － 11,700 － 450 － 300 － 270 － 6,020 07
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結中間会計期間におけるわが国経済は、国際金融市場の混乱の影響など一部には不安要素があるものの、企業

収益の好調さが持続し、雇用情勢・所得環境に改善がみられるなど、全体としては引き続き緩やかな拡大を続けてお

ります。

　インターネットの分野においては、ブロードバンド契約者数が平成19年６月末時点で2,715万契約となり、中でも

FTTHの契約数は966万契約となるなど（総務省公表値）、利用者数の増加とともに通信環境の高品質化が進展してお

ります。

　このような環境の中、当社グループの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。

 　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1,431,724千円となりまし

た。

  ユビキタス化事業における売上高につきましては、本年７月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を行ったことや、本年８月に株式公開買付けにより取得した連結子会社からユーザーサポート事

業を譲り受けたこと等により961,515千円となりました。

　また、当社の中期経営戦略においてはブロードバンド化事業及びユビキタス化事業双方の拡大のためISP事業者の

買収を進めていくこととしており、当中間期においてもlivedoor接続サービスの吸収分割（当中間期における業績に

反映されておりますが影響は軽微であります）、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの株式公開買付けに

よる取得（当中間期の業績には反映されておりません）、SALAインターネット事業の譲り受け（当社連結子会社の株

式会社ドリーム・トレイン・インターネットによる譲り受けであり当中間期の業績には反映されておりません）を発

表しております。

　これらの状況により、全体の売上高は、2,393,240千円となりました。

　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や、連結子会社より譲り

受けたユーザーサポート事業の人件費が発生したこと等により1,830,006千円となりました。

　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、412,524千円となりました。

　営業外費用においては、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット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105,083千円発生し、買収資金の借入金に対する支払利息も発生したことから121,914

千円となりました。

　特別損失については、株式会社共立メンテナンス向けの通信設備工事に関する売却が発生した結果、7,887千円と

なりました。

　  以上の結果、当連結中間会計期間におきましては、営業利益150,708千円、経常利益30,151千円、中間純利益

20,925 千円となりました。

  なお、当中間期より連結財務諸表を作成しているため前年同期比較は記載しておりません。また、子会社株式のみ

なし取得日が同社の中間期末日であるため、当中間期の業績には子会社の業績は反映されておりませんが、中間財務

諸表を作成する上で必要な調整により中間連結損益計算書は個別の中間損益計算書と差異が生じております。

〔当期の見通し〕

　当社グループを取り巻く環境においては、引き続きインターネット利用者の増加やFTTHやモバイルブロードバンド

等による通信環境の向上などにより、インターネット関連市場の拡大が続くものと思われます。

　こうした状況のもと、当社グループにおいては当中間期に買収した子会社（株式会社ドリーム・トレイン・イン

ターネット）の融合作業を進め業績の拡大を図ってまいります。具体的には、企業理念の共有、ネットワークやサ

ポート等の事業原価の低減、サービスメニューの再編、当社技術をベースにした新たなユビキタスサービスの導入な

ど、当期においては事業の再構築コストが発生するものの事業構造的には大幅なコスト削減や成長のための競争力強

化を実現する施策を実施し当期の終盤及び来期の業績に大きく寄与することを目指してまいります。

　また、従来から進めておりますブロードバンド化事業におけるISP事業者向けネットワークサービスでは、引き続
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き光ファイバーの普及が順調であることからその普及速度に合わせてブロードバンド接続サービスの売上が伸張する

ものと思われます。ユビキタス化事業においても当期に本格的に開始した通話報酬型広告事業のための運営ツールで

ある「AdSip」が、通話報酬型広告事業や広告媒体の効果測定ツールとして引き合いが多いことなどから、順調に業

績が進捗していくものと予想しております。

　以上を踏まえて、平成20年４月期の連結業績につきましては、売上高7,400百万円（※　純売上高ベース）、営業

利益450百万円、経常利益300百万円、当期純利益270百万円を計画しており、平成19年９月７日公表の業績予想から

の変更はありません。 

※今回の連結業績予想の作成にあたりまして、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの売上計上基準を、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）への変更を予定して

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。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間期末の総資産は、10,186,210千円となり、前期末の2,696,065千円（単体ベース）と比べ7,490,144千円の増

加で大幅な変化となっております。これは、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの買収に伴い現金及び預

金の増加、売掛金の増加があったことで流動資産が5,396,576千円となったこと及び、のれんが新たに3,468,740千円

発生したことで固定資産が4,789,633千円になったことによるものです。

　一方、当中間期末の負債は、8,286,602千円となり、前期末の940,512千円（単体ベース）と比べ7,346,089千円の

増加で大幅な変化となっております。これも総資産の変化理由と同様に株式会社ドリーム・トレイン・インターネッ

トの買収に伴うものであり、未払費用の増加や、買収資金を金融機関から4,800,000千円借入れたことによるもので

す。

　純資産は、中間純利益の計上等により1,899,607千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況

　当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,339,448千円となり、前期末（単体ベース）

に比べ555千円の減少となりました。

　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、40,297千円の増加となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益が22,263千円、減

価償却費が48,897千円、未払金の増加額36,175千円、その他流動負債の増加額46,136千円があったものの、売上債権

の増加額48,420千円、その他流動資産の増加額54,252千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、5,033,230千円の減少となりました。これは、主に担保預金の預入による支出1,500,000千

円、連結の範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出3,595,981千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、4,992,380千円の増加となりました。これは、主に短期借入金の純増額1,700,000千円、長

期借入れによる収入3,330,000千円があったことによるものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成18年４月期 平成19年４月期 平成19年10月中間期

 自己資本比率（%） 48.2 65.1 18.5

 時価ベースの自己資本比率（%） － 298.4 180.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.7 1.5 68.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.5 29.4 2.6

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
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キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）平成18年４月期、平成19年４月期については単体ベースの財務数値を、平成19年10月中間期については連結ベースの財務数値によ

り計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は（中間連結）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。

（注５）平成18年４月期については、上場していないため、時価ベースの自己資本比率については該当事項はありません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、経営基盤の強化、確立を図ると共に、経営環境の変化が激しいインターネット業界において確固たる地位

を築くためには、今後も積極的な技術開発、事業開発への対応が必要であると考えております。このため、キャッ

シュ・フローの増大、内部留保の充実を図ることは重要課題であると認識しております。一方、当社が目指す中長期

的な視点で事業拡大を図る方針に対する理解を深めていただくためには、株主への利益還元を実施することが

重要であると考えております。

　以上の状況から当中間期におきましては、利益配当を実施するために必要となる配当可能利益を計上するには至っ

ておりませんが、今後についてはできる限り早期に開始する方針としております。

（4）新規公開時公募増資に係る資金充当実績

 　平成19年３月19日に実施した新規公開時公募増資（調達資金534,650千円）の資金使途計画及び資金充当実績は、

概略以下のとおりであります。

①資金使途計画

　上記公募増資による手取概算額514,650千円については、データセンターのサーバ設備の増強及びソフトウェア

開発等の設備投資に225,000千円、借入金の返済に160,238千円、残額は社債の償還に充当する予定であります。 

②資金充当実績

　上記資金使途計画のうち、設備投資への充当を19,582千円、借入金の返済への充当を154,500千円、社債の償還

への充当を37,500千円に変更し、323,068千円を株式会社ドリーム・トレイン・インターネット株式の公開買付け

資金に充当しております。

(5）事業等のリスク

  事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項も含め、投資家の投資判断上重要と考

えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社及び当社グ

ループは、これらのリスクが発生する可能性を認識した上でその発生の予防及び対応に努力する方針です。

　また、以下の記載のうち将来に関する事項は、平成19年10月末日時点において判断したものであり、現時点では想

定できないリスクが発生する可能性もあります。

①ブロードバンド市場の将来性について

　日本におけるインターネット利用者数は増加してきております。また、常時接続及び高速接続を実現するADSLや光

ファイバー等の契約数が平成19年６月末時点で2,715万件に達し（総務省公表値）、ブロードバンド市場の拡大が急

ピッチで進んでおります。

　しかしながら、ブロードバンド関連サービスの歴史はまだ浅く、今後の普及や将来性に関して予測のつかない事態

が発生した場合や、技術革新などの理由により環境が変化した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

②ユビキタスネットワーク市場の将来性について

　日本におけるブロードバンドの急速な普及は、インターネットへの常時接続、大容量データ受信を安価に行うこと

を可能にしました。これは、パーソナルコンピューターや携帯電話などインターネットに接続できる機器の高度化と

相まって、消費者がどこにいてもインターネットに接続することのニーズを高め、ユビキタスネットワーク市場の土

壌が着々と整備されてきていることでもあり、今後、ユビキタスネットワーク市場の拡大が見込まれております。

　しかしながら、多くのユビキタスネットワーク関連サービスは始まったばかりのものであり、今後の普及や将来性

に関して予測のつかない事態が発生した場合や、日本のネットワーク環境が劇的に変化した場合には、当社グループ

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

③技術革新について
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  インターネット関連事業においては、技術革新が著しく、当社グループが技術革新の対応に遅れた場合は、新規顧

客の獲得や維持に支障が生じるなど、競争力の低下につながる可能性があります。また、技術革新により当社グルー

プが設備投資を行った資産が陳腐化し、資産評価額又は資産価値が著しく下落することで損失を被る可能性がありま

す。

④ネットワーク回線、データセンターの賃貸借契約について

　当社グループは、ネットワーク回線及びデータセンターの設備を自社で保有することなく、他社（主にエヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社）の回線及び施設内に、自社の仕様に合わせた機器を設置し、顧客にサービス

を提供する形態により事業展開しております。

　当社グループとしましては、ネットワーク回線及びデータセンターの設備所有者との間でサービス提供契約及び賃

貸借契約を締結し、契約期間満了後も賃貸借契約の継続を予定しております。しかしながら、所有者が何らかの理由

で、契約の継続を全部もしくは一部を拒絶した場合、又は契約内容の変更等を求めてきた場合には、当社グループの

事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤システム障害について

　当社グループの使用するネットワーク回線及びデータセンターは、主にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

株式会社からサービス提供契約及び賃貸借契約を締結して提供を受けております。従いまして当該データセンターは

旧第一種電気通信事業者として基準とされている迂回経路を確保した冗長構成、大規模地震に耐えられる耐震構造、

消火設備、停電時に備えたバックアップ電源等、24時間365日安定した運用ができるよう最大限の業務継続対策が講

じられております。

　しかしながら、サイバーアタック、システム又はハードウェアの不具合、電力会社の電力不足や大規模停電、想定

したレベルをはるかに超える地震、台風、洪水等の自然災害、戦争、テロ、事故等、予測不可能な事態によってシス

テム障害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥資本力及び知名度について

  インターネット関連市場においては、当社グループに比べ大きな資本力、販売力等の経営資源、幅広い顧客基盤、

高い知名度を有している企業が存在しますので、こうした競合他社との競争がさらに激化した場合には、収益性や販

売力が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦価格競争について

  インターネット関連市場においては、ISPの新規会員獲得競争などにみられるように期間限定の無料キャンペーン

やセット割引等の価格競争が今後も続くと予想されます。競合他社との価格競争の結果、当社及び当社グループが値

下げを余儀なくされる、又は、当社及び当社グループの価格施策が受け入れられず会員の獲得や維持に支障が生じた

場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧競合について

  当社グループの事業は、ネットワークインフラ及び技術力を利用してサービスを提供することを特徴としており、

事業開始時に相応の設備投資を必要とするため、比較的参入障壁が高い事業に属していると認識しております。しか

しながら、今後登場する可能性がある他社の競合サービスに対して技術的、価格的に優位性を保持しうる保証はあり

ません。特に今後大きな発展が見込まれているユビキタスネットワーク関連市場をターゲットにしているユビキタス

化事業においては、資本力、マーケティング力において、当社グループより優れ、より高い知名度や専門性を有する

大手企業等の参入が生じる可能性があり、競争の激化やその対策のためのコスト負担等により、当社グループの事業

展開及び業績に影響を与える可能性があります。

⑨業績の推移について

　ⅰ）過年度の業績推移と今後の展開について

　　  当社の主要な経営指標の推移は次のとおりであります。

 第４期 第５期 第６期 第７期 第8期中間期 

売上高（千円） 3,974,392 3,561,886 3,712,965 4,384,607 2,393,240

　ブロードバンド化事業（千円） 3,974,392 3,084,019 2,848,112 2,947,335 1,431,724

　ユビキタス化事業（千円） － 477,866 864,852 1,437,272 961,515

経常利益又は経常損失（△）（千円） 355,457 △277,155 87,901 180,969 30,151

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 203,705 △454,964 88,504 233,641 20,925

純資産額（千円） 573,543 339,744 1,205,686 1,755,553 1,899,607

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
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２．第４期、第５期、第６期及び第７期の業績推移は当社単体の推移となっております。

３．ブロードバンド化事業の売上高をダイヤルアップ、ブロードバンド（ADSL、光ファイバー等）、その他に分けて管理しており

ます。内訳は以下のとおりになりますが、当該内訳の数値については監査を受けておりません。

 第４期 第５期 第６期 第７期 第8期中間期  

ブロードバンド化事業売上高（千円） 3,974,392 3,084,019 2,848,112 2,947,335 1,431,724

内訳

ダイヤルアップ（千円） 2,199,859 1,277,419 711,954 552,681 228,567

ブロードバンド（千円） 1,330,446 1,610,483 1,859,059 2,150,348 1,099,639

その他（千円） 444,087 196,118 277,100 244,304 103,516

　当社は、創業時から主にISP事業者へネットワークサービスを提供するブロードバンド化事業を展開し、第４期ま

で順調に売上高が拡大しました。利益面においても第４期には経常利益が355,457千円となり創業以来初めて黒字を

計上しました。しかしながら、第５期においては、旧来のダイヤルアップ接続からADSL、光ファイバーといった新た

なサービスへの移行が進み、ADSL、光ファイバー等のブロードバンド接続サービスの売上が増加する一方で、ダイヤ

ルアップ等のナローバンド接続サービスの売上が急減しました。また、ナローバンド接続の減少とブロードバンド化

事業の成熟化を見据え、新たに開始したユビキタス化事業に対する先行投資負担も大きく、大幅な減収減益となりま

した。第６期及び第７期においては、ブロードバンド化事業のナローバンド接続サービス収入の減少幅が小さくなっ

たことと、増収が続いているブロードバンド接続サービスの収入がナローバンド接続サービスの収入を上回ったこと

及びユビキタス化事業の先行投資が一段落し、収入も増加してきたことから収益構造が改善し黒字転換を果たしてお

ります。

　このように、当社では、ブロードバンド化事業で安定した収益を確保しつつ、ユビキタス化事業で更なる成長へ向

けた事業展開を図っているところですが、ブロードバンド化事業の収益が更に低下した場合、ユビキタス化事業の市

場が当社が想定したほど成長しなかった場合、又はユビキタス化事業が想定するスピードで進捗しなかった場合には、

当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、平成12年５月の設立であり、社歴が浅く、上記のようにブロードバンド化事業及びユビキタス化事

業とも業歴も浅く、過去の実績が十分でないことから、過年度の経営成績だけでは、今後の当社の業績判断をする材

料としては不十分な面があります。

ⅱ）繰越利益剰余金のマイナス残高について

　当社グループは、過年度において当期純損失を計上しているため、当中間連結会計期間末における繰越利益剰余金

は△151,349千円となっております。当該マイナス残高は、今後の事業において得られる当期純利益により早期に解

消していく計画ですが、当社グループの事業が計画通り進展せず当期純利益が計上できない場合には、解消が遅れる

場合があります。

　また、当社は、第４期、第６期及び第７期において課税所得が発生しましたが、税務上の繰越欠損金により課税所

得の控除が行われております。今後繰越欠損金による課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に

基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純利益又は当期純損失に影響を与える可能性があり

ます。

⑩法的規制について 

　当社グループは、電気通信事業者として総務省に届出を行っており、電気通信事業法及び関連する省令等を遵守し

ております。現在のところ、当社の電気通信回線設備の規模により総務大臣による登録を必要としないため、当該法

令上届出の取り消し事項等はなく、また当該法令等による当社グループの事業に重要な影響を及ぼす規制の強化が行

われるという認識はありませんが、今後、これらの法律及び省令が変更された場合や当社グループの事業展開を阻害

する規制がなされた場合には、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　また、インターネットの普及に伴い、「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（プロバイダー責任制限法）」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、イ

ンターネットに関する法令整備が進んでおります。「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」の分野においては、発信者情報の開示の手続につき新たなルールを設けるなど、インターネッ

ト業界内でも対応が進んでおり、当社グループも業界団体と連携しながら対応を進めておりますが、今後新たにイン

ターネット関連業者を対象とした法的規制等が制定された場合、当社グループの業務が一部制約を受け、当社グルー

プの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」はい

わゆる迷惑メールを抑制するための法律です。当社グループは数多くのISP事業者に対してネットワークを提供する

事業を展開しているため、当社グループのネットワークが迷惑メールの発信経路となりうることを認識しており、総

務省、業界団体、提携先ISP事業者と連携しながら、技術的・サービス的な抑止策を随時展開しておりますが、今後

何らかの法的規制が強化された場合や、当社グループネットワーク下の迷惑メール発信が予想外に急増した場合、当
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社グループの事業及び当社グループの企業イメージに影響を及ぼす可能性があります。

⑪知的財産権について

　近年、ソフトウェア業界における標準化団体などにより標準仕様に採用された技術もしくはユーザーによる広い支

持を得て実質的な標準となっている技術について、当該技術と抵触する特許権の存在が主張されるケースが散見され

ております。また、各国における知的財産の保護強化政策は、一層積極的に推し進められている状況にあります。

　このような状況下において、当社グループにおきましても特許として登録される可能性のある独自技術については

特許出願を行うことにより権利化を図るとともに、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限り回避するべく努

力しております。

　しかしながら、当社グループが事業の展開を進めている各国において成立している特許権の全てを検証し、さらに

将来的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは困難です。このため、当社グループ事業に現在利用

されている技術に抵触する特許権などの知的財産権を第三者が既に取得している可能性や、将来的に当社グループ事

業における必須技術に抵触する特許権などの知的財産権が第三者に取得される可能性を完全に否定することはできず、

そのような可能性が現実化した場合には当該特許権などの知的財産権に関する侵害訴訟の結果として当社グループに

損害賠償義務が課せられたり、当社グループ事業の全部あるいは一部が差し止められて継続できなくなる可能性があ

ります。

⑫情報の漏洩について

 　当社グループは電気通信事業者であり、当社グループのデータベースには消費者の通信行為にかかる通信記録及

びサービス利用者の個人情報がデータとして蓄積されております。このため当社グループは個人情報保護法に定める

個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の取扱についての規制の対象となっております。

　当社グループではこれら情報の重要性に鑑み、情報保護に関する各種規定を定め、技術的措置、従業員教育、外部

委託先との機密保持契約を締結するなど厳格に運用しており、プライバシーポリシーを定めて当社グループ会社の

各々のホームページに提示しております。

　現時点までにおいて情報管理に関する事故やトラブルの発生は認識しておりません。しかし、これら情報等が何ら

かの形で外部漏洩したり、不正使用されたりする可能性が完全に排除されているとはいえません。また、これらの事

態に備え、個人情報漏洩に対応する保険に加入しておりますが、すべての損失を完全に補填するものではありません。

従いまして、これらの事態が起こった場合、とりわけ通信記録の漏洩が発生した場合には監督官庁より業務改善命令

が発せられる可能性もあり、当社グループへの損害賠償請求や当社グループの信用の低下等によって当社グループの

事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑬当社グループの組織体制について

　ⅰ）人材の確保について

　当社グループが、今後も継続して成長していくためには、優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると

考えており、積極的に採用活動を進めております。

　しかしながら、インターネット市場の急速な拡大で専門的知識や技術を有する人材が恒常的に不足しており、今後、

当社グループが必要とする数の人材を適時に確保できる保証はなく、人員計画に基づいた採用が行えなかった場合、

当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

ⅱ）特定人物への依存について

　当社グループは、当社の代表取締役社長石田宏樹を中心として事業を推進しており、特に研究開発及びマーケティ

ングにおいて同人は重要な役割を果たしております。当社グループは、同人のみに過度に依存しないように経営体制

の整備、人材の育成を行う等リスクの軽減に努めておりますが、仮に同人が退任又は当社グループの経営及び事業推

進にあたって困難をきたした場合には、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

ⅲ）会社規模について

　当社は平成19年10月31日時点で、取締役３名、監査役４名、従業員113名（単体）と組織が小さく、内部管理体制

も規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、人員増強及び内部管理

体制の充実を図り、同時に福利厚生の充実、教育体制の確立により人員の社外流出の防止に努めていく方針ですが、

人材等の拡充が予定通り進まなかった場合や、予想外の人員の社外流出が生じた場合には業務運営に支障をきたし、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭資金調達について
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　当社グループは、ネットワーク並びにサーバ設備、ソフトウェア、システム等の開発及び調達等に投資し、当社グ

ループサービスの更なる差別化を推進して事業拡大を図る計画ですが、計画を実行する上で必要な投資資金の確保が

困難な場合、事業機会を逸し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑮ストックオプションについて

　当社は、役員及び従業員に対し、経営参画意識及び企業価値向上への関心を高め、株主の利益を重視した業務展開

を図ることを目的として、ストックオプションを取締役１名、監査役３名、従業員50名に付与しております。同ス

トックオプションの潜在株式は平成19年10月31日現在1,009株であり、発行済株式総数14,950株の6.75％に相当して

おります。

　これらのストックオプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を与え

る可能性があります。また、当社は、上記目的のもとに今後もストックオプションの付与を行う可能性がありますが、

この場合は株式価値の希薄化をさらに招く可能性があります。

⑯配当政策について

　当社は、未だ利益配当を実施するために必要となる配当可能利益を計上するには至っておらず、株主に対する利益

配当を実施しておりません。当社は株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、財務状況や将

来の事業展開のための内部留保とのバランスを勘案しながら、株主への利益配当を検討していく方針であります。

⑰有利子負債について

　当社は、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの株式取得に際し、決済資金として金融機関より4,800百

万円を調達した結果、平成19年10月末の中間連結財務諸表における自己資本比率は18.5％であります。

　このため、金利の状況に著しい変化が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは当社及び連結子会社２社で構成されており、「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の蓄積を強みとして企業向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供しております。

当社グループの事業は「ブロードバンド化事業」及び「ユビキタス化事業」の２つに大きく分けることができます。

ブロードバンド化事業では、ブロードバンドインフラストラクチャーのサービスを企業向けには主にISP事業者に提

供しており、ユビキタス化事業では、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

カーやインターネットサービス事業者等に提供しております。また、個人向けにはブロードバンド化事業及びユビキ

タス化事業に属するいずれのサービスも提供しております。

当社グループの事業の概要

会社名 事業の概要

当社

（フリービット株式会

社）

インターネットビジネスを展開する事業者に対して、自社開発のインターネット関連技術のラ

イセンス提供やサービス提供を行っております。ISP事業者に対しては接続サービスを行うた

めのネットワークサービス全般を提供しており、メーカー等に対してはユビキタスネットワー

クサービスを実現するための技術提供やサービス運営の受託を行っております。

連結子会社２社

 会社名  事業の概要

株式会社ドリーム・トレ

イン・インターネット 

個人向けISP事業者として、ADSLや光ファイバー接続等の各種インターネット接続サービスの

提供を行っております。また、当社が開発したユビキタスネットワークサービスの提供も展開

しております。

株式会社スーパーホッ

トラインズ 

ISP事業者やCATV事業者向けにコールセンターの運営受託事業を行っております。（注）

（注）　株式会社スーパーホットラインズは、ISP事業者やCATV事業者向けにコールセンターの運営受託事業を行っ

ておりましたが、平成19年10月５日付けで当社に全部の事業を譲渡しております。
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事業系統図

当社グループにおける事業の概要を系統図で示すと、下記のとおりであります。

 

当社顧客事業者（ISP 事業者等、メー

カー等） 

当社企業集団 

通信キャリア 

当社 

株式会社ドリーム・トレイン・イ

ンターネット 

株式会社スーパーホットラインズ

（注） 

エンドユーザー（当社顧客事業者及び最終消費者） 

連結子会社 

連結子会社 

ネットワーク、ユビキタ

スサービス、ユーザーサ

ポートの運営サービス

の提供 

インターネット

接続サービス、ユ

ビキタスサービ

スの提供 

サービス利用料の支払

い 

インターネット関連

サービスの提供 

インターネット関連

サービスの提供 

サービス利用料の支払

い 

サービス利用料の支払

い 

通信回線、データセン

ターの提供 
通信回線費、データセン

ター利用料の支払い 

（注） 株式会社スーパーホットラインズは、ISP事業者やCATV 事業者向けにコールセンターの運営受託 

事業を行っておりましたが、平成 19年 10 月５日付けで当社に全部の事業を譲渡しております。 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「Being The NET Frontier!（インターネットをひろげ、社会に貢献する）」という経営理念に基づき、

事業活動及び研究開発活動に邁進し新たな価値の創造を続けていくことを使命としております。

　当社は、インターネットを自社のサービスの強みとしたい様々な企業に向けて、当社が保有する技術開発力とネッ

トワーク運用技術力を活用して、独創的でコストパフォーマンスの高いサービスを提供し、インターネットの発展に

貢献していくことを基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

　当社は、平成20年４月期から平成22年４月期までの経営指標としては、以下の項目と数値目標を掲げております。

　　・ 売上高経常利益率　　 15％（2010年４月期）

　　・ ROE（株主資本利益率）　20％

　また、平成21年４月期より株主配当を開始することを目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、「Web to SiLK（インターネットを絹のような滑らかなネットワークに）」をスローガンに掲げ、日本発

の技術と独自性の高いビジネスモデルにより新たな価値創造を続けることで、継続的な社会貢献と企業価値向上に努

めてまいります。

　具体的には、当社が開発したEmotion Link等による“OverLay Internet”技術によって、PC、ネットワーク家電、

各種産業機器等のあらゆるものをインターネットに自由に繋げられる環境を提供するといったユビキタスネットワー

クサービスを展開し、“Ubiquitous HUB”としての役割を果たしてまいります。

　当社は、ブロードバンド化事業、ユビキタス化事業の２つを事業領域としております。

　中長期ビジョン実現にあたり、ブロードバンド化事業においては、ユビキタスネットワーク社会の到来に向けて

ISP業界の事業構造の転換が必要であるとの認識のもと、既存のISP事業者との資本提携を含めた緊密な関係の強化を

通じてエンドユーザーとの直接契約を確保し新サービス提供のためのマーケットを広げていきます。

　また、ユビキタス化事業においては、今後、VPNソリューション「MyVPN」、通話報酬型広告システム統合ソリュー

ション「AdSiP」、集合住宅・中小法人向けIP電話サービス、自動販売機やPOSレジ等の機器を接続ターゲットした

「モノ・コントロール」ソリューションの提供などでポストPC時代の先駆者としてのポジションを確保し、当社サー

ビスのグローバルな展開を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　インターネットを取り巻く事業環境下においては、ADSL、光ファイバーなど常時接続かつ高速の回線が急速に普及

するブロードバンド化が進んでおり、それに伴いインターネットの利用方法も多様化しているため、インターネット

業界の収益機会は確実に増加し続けております。このような業界の発展は、同時に競合他社間による更なる競争激化

や業界再編等を引き起こすことも予想されます。

　こうした状況下において当社は、ブロードバンド化を支える事業者向けのブロードバンド化事業とブロードバンド

インフラ上で事業を行う事業者向けのユビキタス化事業に集中し、収益の向上に努めてまいります。

①ブロードバンド化事業

ⅰ）現状認識について

　従来からの事業領域であるブロードバンド化事業につきましては、当社にとって安定した収益基盤であることから、

ブロードバンド化事業の売上増加は、収益基盤の安定化に大きく寄与しております。一方で、自宅におけるパソコン

等からのブロードバンド回線を利用したインターネット接続サービスの利用者数は4,627万人（「インターネット白

書2007」財団法人インターネット協会）に達しており、今後も更なる増加が予測されるものの、その成長率は鈍化し

てきております。

　また、各家庭で非常に高速な100Mbpsの接続環境を実現する光ファイバーによるサービスの普及が進んでおり、イ

ンターネット上の情報流通量（トラフィック）の急速な増加に伴い、当社ネットワークシステムへの負荷も高まって

くるものと認識しております。

ⅱ）当面の対処すべき課題及び対処方針

　ブロードバンド普及率の高まりにより、接続サービスの新たなユーザーの開拓余地は小さくなってきているため、

売上の拡大に加えて利益率の向上を重要な事業方針として取り組んでまいります。具体的には、ネットワークの運用

において監視システムの高度化を図り運用コストを引き下げることと、特定の時間帯及びごく少数のユーザーへの対
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応に多くのコストが掛かっているため、その平準化を図る技術開発及び導入により原価率低減を図ります。なお、こ

れら施策は光ファイバー普及によるネットワーク負荷の高まりにも効果がある対処となります。

②ユビキタス化事業

ⅰ）現状認識について

　第５期から事業を開始したユビキタス化事業につきましては、新たなビジネスモデルであることから、今後もマー

ケティング並びに新技術の開発に注力し、事業基盤の強化を図っていくことが急務であると考えます。特に当社開発

技術である「Emotion Link」の具体的な用途事例を広げ実例を増やすことで、業界に確固たる地位を築くことが不可

欠であります。

ⅱ）当面の対処すべき課題及び対処方針

　常時接続かつ高速接続であるブロードバンド環境が急速に普及したことで、ブロードバンド環境を基礎基盤とした

様々なインターネットサービスが生まれてくる可能性が高まりました。このような状況において当社が提唱するユビ

キタスプラットフォームの必要性は確実に高まってくると考えますが、早期に事業化できる市場分野を効率よく選択

していくためには、専門の営業とエンジニアが有機的に連携し顧客ニーズを的確に捉え、吸収していく必要がありま

す。インターネット業界では、インターネット及びその周辺技術の急速な進展によりビジネス形態も日々変化してい

きますが、特にユビキタスネットワーク市場においては、新規市場であるがために特に変化のスピードが速く、この

変化への素早い対応ができる人材育成、確保が重要であると考えております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 ※２ 2,839,448   

２．売掛金  2,156,118   

３．たな卸資産  33,209   

４．未収収益  306,705   

５．その他  147,576   

貸倒引当金  △86,482   

流動資産合計   5,396,576 53.0

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 292,718   

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア  451,942   

(2）のれん  3,501,990   

(3）その他  26,886   

無形固定資産合計  3,980,819   

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  90,597   

(2）差入保証金  194,270   

(3）長期前払費用  50,137   

(4）その他  188,868   

貸倒引当金  △7,778   

投資その他の資産合計  516,095   

固定資産合計   4,789,633 47.0

資産合計   10,186,210 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金  4,418   

２．短期借入金 ※２ 1,970,000   

３．一年以内返済予定の長期
借入金

 724,098   

４．未払金  454,301   

５．未払費用  2,100,109   

６．その他  264,266   

流動負債合計   5,517,194 54.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債  100,000   

２．長期借入金 ※２ 2,640,000   

３．役員退職引当金  26,300   

４．その他  3,108   

固定負債合計   2,769,408 27.2

負債合計   8,286,602 81.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,720,325 16.9

２．資本剰余金   324,325 3.2

３．利益剰余金   △151,349 △1.5

株主資本合計   1,893,300 18.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  △4,227 △0.1

評価・換算差額等合計   △4,227 △0.1

Ⅲ　少数株主持分   10,534 0.1

純資産合計   1,899,607 18.6

負債純資産合計   10,186,210 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,393,240 100.0

Ⅱ　売上原価   1,830,006 76.5

売上総利益   563,233 23.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  412,524 17.2

営業利益   150,708 6.3

Ⅳ　営業外収益   1,357 0.0

Ⅴ　営業外費用   121,914 5.1

経常利益   30,151 1.2

Ⅵ　特別利益   － 0.0

Ⅶ　特別損失   7,887 0.3

税金等調整前中間純利益   22,263 0.9

法人税、住民税及び事業
税

 1,290   

法人税等調整額  － 1,290 0.0

少数株主利益   47 0.0

中間純利益   20,925 0.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

 株主資本 評価・換算差額等

 

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 

 

 

平成19年４月30日　残高（千円） 1,663,325 267,325 △172,275 1,758,374 △2,821 △2,821

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行 57,000 57,000 － 114,000 －  

中間純利益 － － 20,925 20,925 － －

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － △1,405 △1,405

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

57,000 57,000 20,925 134,925 △1,405 △1,405

平成19年10月31日　残高（千円） 1,720,325 324,325 △151,349 1,893,300 △4,227 △4,227

 
少数株主持分  純資産合計

 

平成19年４月30日　残高（千円） － 1,755,553

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行 － 114,000

中間純利益 － 20,925

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

10,534 9,128

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

10,534 144,054

平成19年10月31日　残高（千円） 10,534 1,899,607
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純利益  22,263

減価償却費  48,897

のれん償却額  1,750

貸倒引当金の減少額  △408

受取利息及び受取配当金  △1,225

支払利息及び社債利息  15,509

為替差損  1

固定資産売却損  5,728

固定資産除却損  59

売上債権の増加額  △48,420

たな卸資産の減少額  6,305

その他流動資産の増加額  △54,252

長期前払費用の増加額  △14,052

買掛金の減少額  △15,645

未払金の増加額  36,175

その他流動負債の増加額  46,136

その他  6,315

小計  55,137

利息及び配当金の受取額  1,244

利息の支払額  △11,588

訴訟和解金の支払額  △2,100

法人税等の支払額  △2,396

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 40,297
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当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

担保預金の預入による支
出

 △1,500,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △10,058

無形固定資産の取得によ
る支出

 △50,072

投資有価証券の取得によ
る支出

 △50,000

長期前払費用売却による
収入

 180,389

連結の範囲の変動を伴う
子会社株式の取得による
支出

 ※２ △3,595,981

差入保証金の返還による
収入

 171

差入保証金の差入による
支出

 △7,778

その他  99

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,033,230

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  1,700,000

長期借入れによる収入  3,300,000

長期借入金の返済による
支出

 △84,120

社債の償還による支出  △37,500

株式の発行による収入  114,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,992,380

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △555

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,340,003

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

 ※１ 1,339,448
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

(株)ドリーム・トレイン・インター

ネット 

(株)スーパーホットラインズ

２．持分法の適用に関する事

項

該当する会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

　連結子会社の(株)ドリーム・トレイン・

インターネット及び(株)スーパーホットラ

インズの中間決算日は、9月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成にあたっては、

中間決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、中間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な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

　中間連結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

② デリバティブ

時価法

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。

フリービット㈱（3843）平成 20 年 4 月期中間決算短信

－ 21 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

 (ロ)重要な減価償却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

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。

③長期前払費用

　定額法を採用しております。

(ハ)重要な引当金の計上方法

①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。

②役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるた

め、役員退職退職金規定に基づく当中

間会計期間末要支給額を計上しており

ます。

(ニ)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

おります。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

 

 

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

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、担当部門

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。

 

 

(ヘ)その他中間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

税抜方式によっております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間連結会計期間(自　平成19年５月1日　至　平成19年10月31日）

　該当事項はありません。

  追加情報

当中間連結会計期間 
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

 （連結子会社の継続企業の前提について）

 当社グループの重要な連結子会社である（株）ドリー

ム・トレイン・インターネットの第13期（平成20年３月

期）に係る半期報告書において、継続企業の前提に重要

な疑義を抱かせる事象又は状況が注記されておりま

す。

　しかし、（株）ドリーム・トレイン・インターネット

は、624,829千円の営業利益及び580,933千円の当期純利

益を計上した第12期（平成19年３月期）連結会計年度に

引き続き、第13期（平成20年３月期）に係る中間連結会

計期間においても635,565千円の営業利益及び554,075千

円の中間純利益を計上し、順調な回復基調にあるものと

認識しております。

　さらに、当社グループ内での業務連携を強化して経営

資源を効果的に活用するとともに、経営効率の向上やコ

ストの削減を実行し、同社の継続企業の前提に重要な疑

義を抱かせる状況を解消するための諸施策を実行してい

く予定です。

（販売費及び一般管理費、売上原価の計上区分の変更に

ついて）

　当社では、（株）スーパーホットラインズのコールセ

ンター事業を今期10月に譲り受けたことに伴い、コール

センター事業の金額的重要性が増したため、当該事業に

係る費用について、当中間連結会計期間より販売費及び

一般管理費から売上原価に計上する方法に変更しており

ます。

　詳細については、「５．中間個別財務諸表」の「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

記載しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、579,961千円で

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次とおりであります。

定期預金 1,500,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,500,000千円 

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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

次のとおりであります。

給与手当 129,121千円 

地代家賃 44,095千円 

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10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）

当中間連結会計期
間増加数（株）

当中間連結会計期
間減少数（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式(注) 14,760 190 － 14,950

合計 14,760 190 － 14,950

(注)１. 普通株式の発行済株式総数の増加190株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

２. 当社は当中間連結会計年度より中間連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数は当中間連

結会計年度期首株式数を記載しております。

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)
当中間連結会計期
間末残高(千円) 前連結会計年度

末
当中間連結会計期

間増加
当中間連結会計
期間減少

当中間連結会計期
間末

提出会社
（親会社）

 平成17年ストック・オ

プション
 普通株式 1,000 － 240 760 －

 平成18年ストック・オ

プション
 普通株式 300 － 51 249 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 1,300 － 291 1,009 －

(注)１. 上記の新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使及び退職等による権利の失効によるもの

であります。

２. 上記の新株予約権は、平成18年ストック・オプションを除き、行使可能なものであります。

フリービット㈱（3843）平成 20 年 4 月期中間決算短信

－ 25 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年10月31日現在）

現金及び預金勘定 2,839,448千円

担保提供定期預金 △1,500,000千円

現金及び現金同等物 1,339,448千円

※２　株式取得により新たに(株)ドリーム・トレイン・イ

ンターネット他１社を連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 3,871,273千円

固定資産 768,037千円

資産合計 4,639,310千円

流動負債 2,428,207千円

固定負債 26,300千円

負債合計 2,454,507千円
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

中間期末残
高相当額
（千円）

工具器具及び
備品

1,404,830 646,538 758,291

ソフトウェア 118,924 73,856 45,068

合計 1,523,755 720,395 803,360

(2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 342,098千円

１年超 484,458千円

合計 826,556千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 48,761千円

減価償却費相当額 44,283千円

支払利息相当額 4,856千円

(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。

(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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 7,828千円

１年超 6,657千円

合計 14,485千円
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成19年10月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 9,900 5,672 △4,227

合計 9,900 5,672 △4,227

　（注）　株式の減損にあたっては、中間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

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 84,925

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　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。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

当社及び連結子会社の事業は、インターネット関連事業の単一事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

 当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

（株式会社ライブドアのインターネット接続事業の吸収分割による承継）

１． 相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称

 相手企業の名称 株式会社ライブドア

 取得した事業の内容 インターネット接続事業

 企業結合を行った理由 個人向けインターネット接続事業の強化

 企業結合日 平成19年８月１日

 企業結合の法的形式 分割会社の事業部門を承継会社が承継する吸収分割

 結合後企業の名称 フリービット株式会社

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した事業の取得原価  35,000千円

４．発生したのれんの金額等

 のれんの金額 35,000千円

 発生原因 承継した事業の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

 償却方法及び償却期間 のれんの償却については５年間で均等償却する方針です。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

該当する資産及び負債はございません。

（株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの連結子会社化）

１． 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結

合後企業の名称及び取得した議決権比率

 被取得企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

 取得した事業の内容 インターネット接続事業

 企業結合を行った理由 インターネット接続事業の強化

 企業結合日 平成19年８月31日

 企業結合の法的形式 株式取得

 結合後企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

 取得した議決権比率 99.52％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

  被取得企業については、当中間連結会計期間期末に取得したものとして、中間連結財務諸表を作成

しているため、該当期間はありません。 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

 被取得企業の取得原価  5,643,056千円 

 取得原価の内訳 株式取得費用 5,527,195千円 

 
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） 

115,861千円 

４．発生したのれんの金額等

 のれんの金額 3,468,760千円

 発生原因 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの今後の事業展開に

よって期待される将来の収益力 

 償却方法及び償却期間 のれんの償却については10年間で均等償却する方針です。 
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５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

 流動資産  3,871,273千円

 固定資産  768,037千円

 資産計  4,639,310千円

 流動負債  2,428,207千円

 固定負債  26,300千円

 負債計  2,454,507千円

６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当中間連結会計期間の売上高等の概算額

 売上高 8,271,616千円

 営業利益  635,565千円

 経常利益  629,542千円

 当期利益  623,698千円

※ １．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、実際に企業結合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。

※ ２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

（株式会社スーパーホットラインズのコールセンター事業の事業譲受）

１． 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

 (１) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社スーパーホットラインズにおけるコールセンター業務の受託事業

 (２) 企業結合の法的形式

当社を承継会社とする事業譲渡

 (３) 結合後企業の名称

フリービット株式会社

 (４) 取引の目的を含む取引の概要

 

①企業結合の目的 グループ全体のコールセンター事業の統合のため

②事業譲渡日 平成19年10月５日

③取得した事業の取得原価 19,835千円

④受け入れた資産及び引受けた負債

の額並びにその主な内訳

固定資産 19,107千円

資産計 19,107千円

２．実施した会計処理の概要

　「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）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり純資産額 126,359円38銭

１株当たり中間純利益金額 1,415円54銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額
1,390円70銭

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

 
当中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益（千円） 20,925

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) 20,925

普通株式の期中平均株式数(株) 14,783

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  

中間純利益調整額（千円） （－）

普通株式増加数(株) 264

（うち新株予約権(株)） （264）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

─────
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

１． 株式分割について

　当社は、平成19年11月８日開催の取締役会の決議に基

づき、下記のとおり株式の分割をしております。

(１) 株式分割の目的

　当社株式の１投資単位当たりの投資金額を引き下げ

ることにより、投資しやすい環境を整えるとともに、

株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目

的としております。

(２) 株式分割の概要

① 分割の方法

　平成19年11月30日を基準日として株主の所有株式

１株につき、３株の割合をもって分割しております。

② 分割により増加する株式数

　普通株式　29,900株

(３) 株式分割の日程

基準日公告日　平成19年11月15日

基準日　　　　平成19年11月30日

効力発生日　　平成19年12月１日

株券交付日（予定） 平成20年１月18日

(４) １株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当中間連結会計期間における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

当中間連結会計期間

１株当たり純資産額 42,119円80銭

１株当たり中間純利益金額 471円85銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
463円57銭
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当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

２． 株式交換について

　当社は、平成19年11月13日開催の取締役会において、

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。）を当社の株式交換完全子会社と

し、効力発生日を平成20年１月１日とする株式交換につ

いての株式交換契約を締結することを決議いたしました。

内容については以下のとおりであります。

(１) 株式交換の目的

  当社は、ユビキタスネットワーク社会に必要となる

技術及びサービスの開発を進め、それらを用いて新た

な成長を実現するための計画である中期経営ビジョン

「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の媒

介役となる「Ubiquitous HUB」構想があり、DTIをそ

の中核となるISPとして位置づけるため、平成19年７

月27日から平成19年８月23日までの期間、DTIの発行

済株式の取得を目的として、公開買付け（以下「本公

開買付け」といいます。）を実施し、その結果、DTI

の総株主の議決権の99.52％（47,241株）を保有する

にいたっております。

  当社及びDTIが持つ経営資源を相互補完的に活用す

るため、当社グループの技術力、ノウハウ、営業力な

どの経営資源を再編し、事業体制を効率的に再構築す

ることを計画しています。当社は、この事業再編に当

たっては、迅速な意思決定と効率的で柔軟な経営施策

の実施のため、DTIを完全子会社とすることが不可欠

であると考えております。また、DTIは、当社の完全

子会社となり、グループシナジーの最大化を図ってい

くことが、DTIの中長期的な成長及び発展、並びにDTI

の企業価値の最大化を実現させていくために最善であ

ると判断しております。

  上記の公開買付により当社がDTIのすべての発行済

株式を取得することができなかったため、平成20年１

月１日を効力発生日として、当社とDTIとの間で当社

普通株式を対価とする本株式交換を行い、DTIを当社

の完全子会社化することとし、株式交換の詳細な内容

について両社の取締役会において決定し、株式交換契

約を締結いたしました。
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当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

 (２)株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容

①　株式交換の方法

　平成19年11月13日に締結した株式交換契約書に基

づき、平成20年１月１日を株式交換の効力発生日と

して、DTIの株主（当社を除く）が保有するDTIの株

式を当社に移転させ、DTIの株主（当社を除く）に

対して、当社の株式を交付します。これにより、DTI

は当社の完全子会社となります。なお、当社は会社

法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認

を必要としない簡易株式交換の手続きにより、DTI

は会社法第784条第１項の規定に基づき、株主総会

の承認を必要としない略式株式交換の手続きにより、

株式交換手続きを行います。

②　株式交換に係る割当ての内容

　DTIの普通株式１株に対して、（ⅰ）本株式交換

の効力発生までに本件株式分割が効力を生じた場合

は、当社の普通株式0.3株、（ⅱ）本株式交換の効

力発生までに本件株式分割が効力を生じなかった場

合は当社の普通株式0.1株を割当交付いたします。

また、当社が保有するDTI株式47,241株については、

株式交換による株式の割当交付は行いません。

(３) 株式交換の日程

 株式交換決議取締役会

（両社）

 平成19年11月13日

 株式交換契約締結  平成19年11月13日

 株式交換の予定日

（効力発生日）

 平成20年１月１日

（予定）

 株券交付日  平成20年２月下旬

（予定）

(４) 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの

概要（平成19年３月31日現在）

① 商号　　　　： 株式会社ドリーム・トレイン・

インターネット

② 本店の所在地： 東京都渋谷区円山町３番６号

③ 代表者の氏名： 代表取締役社長　石田　宏樹

④ 資本金の額　： 1,257,550千円

⑤ 純資産の額　： 1,572,684千円

⑥ 総資産の額　： 4,321,687千円

⑦ 事業の内容　： インターネット接続事業
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 794,769   771,661    1,340,003   

２．売掛金  503,175   628,348    584,042   

３．たな卸資産  98,184   31,922    38,228   

４．その他  54,695   219,609    68,748   

貸倒引当金  △1,591   △1,269    △1,617   

流動資産合計   1,449,233 65.1  1,650,273 21.2 201,039  2,029,406 75.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 39,558   47,782   8,223 42,990   

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェ
ア

 165,949   154,217    152,647   

(2）その他  5,599   39,148    6,194   

無形固定資産
合計

 171,549   193,366   21,816 158,842   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 250,833   90,597    42,118   

(2）関係会社株
式

 －   5,643,056    －   

(3）差入保証金  85,916   93,608    182,250   

(4）長期前払費
用

 229,866   50,137    240,137   

(5）その他  3,483   3,586    4,628   

貸倒引当金  △3,215   △3,365    △4,307   

投資その他の
資産合計

 566,884   5,877,621   5,310,736 464,827   

固定資産合計   777,992 34.9  6,118,769 78.8 5,340,776  666,659 24.7

資産合計   2,227,226 100.0  7,769,042 100.0 5,541,816  2,696,065 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  24,127   4,385    20,031   

２．短期借入金  30,000   1,700,000    －   

３．一年以内返済
予定の長期借
入金

 201,240   724,098    132,218   

４．未払金  409,009   493,231    461,746   

５．その他 ※３ 152,157   225,251    170,385   

流動負債合計   816,535 36.7  3,146,966 40.5 2,330,431  784,381 29.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債  75,000   100,000    137,500   

２．長期借入金  64,098   2,640,000    16,000   

３．繰延税金負債  82,862   －    －   

４．その他  1,760   3,108    2,631   

固定負債合計   223,720 10.0  2,743,108 35.3 2,519,387  156,131 5.8

負債合計   1,040,255 46.7  5,890,074 75.8 4,849,819  940,512 34.9

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,396,000 62.7  1,720,325 22.1 324,325  1,663,325 61.7

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   324,325    267,325   

資本剰余金合
計

  － －  324,325 4.2 324,325  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

 △329,809   △161,454    △172,275   

利益剰余金合
計

  △329,809 △14.8  △161,454 △2.1 168,354  △172,275 △6.4

株主資本合計   1,066,190 47.9  1,883,195 24.2 817,004  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

 120,780   △4,227   125,007 △2,821   

評価・換算差額
等合計

  120,780 5.4  △4,227 △0.0 125,007  △2,821 △0.1

純資産合計   1,186,971 53.3  1,878,967 24.2 691,996  1,755,553 65.1

負債純資産合計   2,227,226 100.0  7,769,042 100.0 5,541,816  2,696,065 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,996,816 100.0  2,382,934 100.0 386,117  4,384,607 100.0

Ⅱ　売上原価   1,429,118 71.6  1,830,006 76.8 400,888  3,200,573 73.0

売上総利益   567,697 28.4  552,927 23.2 △14,770  1,184,033 27.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  472,393 23.6  412,719 17.3 △59,673  963,738 22.0

営業利益   95,304 4.8  140,208 5.9 44,903  220,295 5.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  441 0.0  1,357 0.0 916  3,774 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  9,473 0.5  121,914 5.1 112,441  43,101 1.0

経常利益   86,272 4.3  19,651 0.8 △66,621  180,969 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  348 0.0 348  64,817 1.5

Ⅶ　特別損失 ※４  9,020 0.4  7,887 0.3 △1,132  9,854 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

  77,252 3.9  12,111 0.5 △65,140  235,931 5.4

法人税、住民
税及び事業税

 1,145   1,290    2,290   

法人税等調整
額

 － 1,145 0.1 － 1,290 0.0 145 － 2,290 0.1

中間（当期）
純利益

  76,107 3.8  10,820 0.5 △65,286  233,641 5.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10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

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

中間会計期間中の変動額       

中間純利益 － － － 76,107 76,107 76,107

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中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △1,294,600 △1,294,600 1,370,707 1,370,707 76,107

平成18年10月31日残高（千円） 1,396,000 － － △329,809 △329,809 1,066,190

 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

平成18年４月30日残高（千円） 215,603 215,603 1,205,686

中間会計期間中の変動額    

中間純利益 － － 76,107

利益処分による資本準備金の取崩 － － －

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△94,822 △94,822 △94,822

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△94,822 △94,822 △18,715

平成18年10月31日残高（千円） 120,780 120,780 1,186,971
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当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10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

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

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 57,000 57,000 57,000 － － 114,000

中間純利益 － － － 10,820 10,820 10,820

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

57,000 57,000 57,000 10,820 10,820 124,820

平成19年10月31日残高（千円） 1,720,325 324,325 324,325 △161,454 △161,454 1,883,195

 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

平成19年４月30日残高（千円） △2,821 △2,821 1,755,553

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 114,000

中間純利益 － － 10,820

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△1,405 △1,405 △1,405

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,405 △1,405 123,414

平成19年10月31日残高（千円） △4,227 △4,227 1,878,967

フリービット㈱（3843）平成 20 年 4 月期中間決算短信

－ 39 －



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

 

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

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

事業年度中の変動額       

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

当期純利益 － － － 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）

－ － － － － －

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

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

 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

平成18年４月30日残高（千円） 215,603 215,603 1,205,686

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 534,650

当期純利益 － － 233,641

利益処分による資本準備金の取崩 － － －

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） △218,424 △218,424 549,866

平成19年４月30日残高（千円） △2,821 △2,821 1,755,553
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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５月１日

至　平成18年10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
   

税引前中間（当期）

純利益
 77,252 235,931

減価償却費  62,455 129,850

貸倒引当金の増加額  653 1,771

受取利息及び受取配

当金
 △271 △785

支払利息及び社債利

息
 4,724 7,979

上場関連費用  － 21,376

為替差益  △1 △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  4,349 5,184

売上債権の増加額  △14,743 △95,610

たな卸資産の増加額

（△）又は減少額
 △27,109 31,338

その他流動資産の増

加額
 △2,377 △14,311

長期前払費用の増加

額
 △2,347 △51,764

買掛金の増加額  11,097 7,000

未払金の増加額  2,766 50,438

その他流動負債の減

少額
 △27,206 △9,251

その他  3,041 2,772

小計  92,283 267,256

利息及び配当金の受

取額
 269 769

利息の支払額  △4,814 △8,051

前期損益修正損の支

払額
 △3,041 △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  △2,330 △2,419

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 82,366 234,402
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前中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10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
   

定期預金の預入れに

よる支出
 △28 △84

定期預金の払戻しに

よる収入
 16,000 16,000

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
 △463 △1,353

無形固定資産の取得

による支出
 △29,010 △43,633

投資有価証券の取得

による支出
 △9,975 △9,975

投資有価証券の売却

による収入
 － 67,067

差入保証金の返還に

よる収入
 542 542

差入保証金の差入に

よる支出
 － △96,333

その他  △115 △104

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △23,050 △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
 △8,000 △38,000

長期借入金の返済に

よる支出
 △137,520 △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
 △183,020 254,945

Ⅳ　現金及び現金同等物に係

る換算差額
 1 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増

加額又は減少額（△）
 △123,703 451,679

Ⅵ　現金及び現金同等物の期

首残高
 888,324 888,324

Ⅶ　現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
※ 764,621 1,340,003
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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 (1）有価証券 (1）有価証券

─────

 

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

子会社株式及び関連会社株式

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

同左

─────

 

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

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 

 

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

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

(2）デリバティブ

同左

 

 

 

(3）たな卸資産

商品

　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

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

 

 

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

仕掛品

─────

仕掛品

─────

 

 

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。

貯蔵品

　同左

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

(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

 

(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）長期前払費用

同左

３．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

貸倒引当金

同左

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

会計処理によっております。

同左

 

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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．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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 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、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。

(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。

(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

　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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．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。

───── 　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。

７．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 

消費税等の会計処理

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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、

1,186,971千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─────

 

 （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）

　当中間会計期間より、「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）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17年12月27

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。

───── （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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前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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）

───── 

 

 

（販売費及び一般管理費、売上原価の計上区

分の変更） 

　従来、コールセンター事業に係る費用は販

売費及び一般管理費に計上しておりましたが、

当中間会計期間より売上原価に計上する方法

に変更しております。

　この変更は、当期10月に(株)スーパーホッ

トラインズのコールセンター事業を譲り受け

たことに伴い、当該事業の金額的重要性が増

したため、損益区分をより適正に表示するた

めに行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、

売上原価は150,684千円多く、売上総利益、販

売費及び一般管理費はそれぞれ同額少なく計

上されておりますが、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益に与える影響はありませ

ん。

　なお、第１四半期会計期間の四半期財務諸

表においては、コールセンター事業の重要性

が乏しかったため、変更前の方法により処理

しております。

　第１四半期会計期間で当中間会計期間と同

一の方法を採用した場合、売上原価は36,593

千円多く、売上総利益、販売費及び一般管理

費はそれぞれ同額少なくなりますが、営業利

益、経常利益及び税引前第１四半期純利益に

与える影響はありません。

 

 ─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間会計期間末
（平成19年10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

76,500千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

84,853千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

80,550千円

※２　担保に供している資産 ※２　        ───── ※２　        ─────

定期預金 30,147千円     

上記に対する債務   

リース債務 461,463千円     

※３　消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、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。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　　　　　─────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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 ※１　営業外収益のうち主要な項目及び金額

受取利息 157千円

受取配当金 114千円

受取利息 1,174千円

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 ※２　営業外費用のうち主要な項目及び金額

支払利息 4,023千円

社債利息 701千円

支払利息 14,515千円

社債利息 993千円

ローン組成手数料 105,083千円

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 ※３　特別利益のうち主要な項目及び金額

 貸倒引当金戻入益 348千円 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 ※４　特別損失のうち主要な項目及び金額 ※４　特別損失のうち主要な項目及び金額

固定資産除却損 4,349千円

前期損益修正損 3,041千円

固定資産売却損 5,728千円

  

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 　５　減価償却実施額

有形固定資産 5,384千円

無形固定資産 22,703千円

有形固定資産 5,236千円

無形固定資産 26,636千円

有形固定資産 11,090千円

無形固定資産 47,420千円

フリービット㈱（3843）平成 20 年 4 月期中間決算短信

－ 47 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 13,060 － － 13,060

合計 13,060 － － 13,060

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
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。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間 
（自　平成19年５月１日 
至　平成19年10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10月31日現在）

─────

 

※　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 794,769千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△30,147千円

現金及び現金同等物 764,621千円

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
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

693,854 235,619 458,235

ソフトウェア 103,809 50,433 53,376

合計 797,663 286,052 511,611

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

283,765 118,046 165,718

ソフトウェア 118,924 73,856 45,068

合計 402,690 191,903 210,787

 

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）未経過リース料中間期末残高相当額 (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 165,331千円

１年超 364,846千円

合計 530,178千円

１年内 88,437千円

１年超 129,819千円

合計 218,257千円

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

(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 92,886千円

減価償却費相当額 83,134千円

支払利息相当額 13,331千円

支払リース料 48,761千円

減価償却費相当額 44,283千円

支払利息相当額 4,856千円

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

(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

(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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,261千円

１年超 1,471千円

合計 2,732千円

１年内 1,969千円

１年超 1,287千円

合計 3,256千円

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）

前中間会計期間末（平成18年10月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 12,150 215,793 203,643

合計 12,150 215,793 203,643

　（注）　株式の減損にあたっては、中間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

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 35,040

 

当中間会計期間末（平成19年10月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。

　なお、その他有価証券で時価のあるもの及び時価評価されていない主な有価証券の内容については、当中間

会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

前事業年度末（平成19年４月30日）

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）

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）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

　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。

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

前事業年度（自　平成19年５月１日　至　平成19年４月30日）

　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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成17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３名、当社従業員10名

ストック・オプションの数 普通株式　1,000株（注１）

付与日 平成18年７月13日

権利確定条件 （注２）

対象勤務期間 －

権利行使期間
自　平成19年７月28日

至　平成24年７月27日

権利行使価格(円) 600,000

付与日における公正な評価単価(円) －

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①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。

②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。

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

当事業年度において存在したストック・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10名

当社取締役３名

当社従業員10名

当社取締役３名

当社従業員54名

ストック・オプショ

ンの数
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

権利行使価格(円) 400,000 600,000 600,000

付与日における公正

な評価単価(円)
－ － －

　（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。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

中間連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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 90,886円00銭

１株当たり中間純利

益金額
5,827円51銭

１株当たり純資産額 125,683円48銭

１株当たり中間純利

益金額
731円98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株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

等の残高は存在しますが、当社株式は

非上場であり期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

719円14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、新株予約権

等の残高は存在しますが、当社株式は

非上場であり期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。

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

 
前中間会計期間

(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年10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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 76,107 10,820 233,641

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)
76,107 10,820 233,641

期中平均株式数（株） 13,060 14,783 13,256

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
（－） （－） （－）

普通株式増加数(株) － 264 －

（うち新株予約権(株)） （－） （264） （－）

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

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

─────

 

 

（新株予約権1,466個）

  普通株式　 1,466株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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．平成18年11月14日開催の取締役会決議に

基づき、下記のとおり株式会社三菱東京UFJ

銀行に対してフリービット株式会社第２回

無担保社債を発行いたしました。

発行総額　100,000,000円

利率　　　年1.24％

発行価格　額面100円につき金100円

発行日　　平成18年12月29日

償還方法　平成21年12月29日に全額一括償

還

資金使途　運転資金

２．平成18年７月28日開催の第６期定時株主

総会において決議された、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づくストッ

クオプションとしての新株予約権の発行に

ついて、平成18年12月４日開催の取締役会

の決議に基づき、当社の役員及び従業員に

対し、平成18年12月８日付で当該新株予約

権を発行いたしました。

１．株式分割について

    当社は、平成19年11月８日開催の取締

役会に基づき、下記のとおり株式の分割を

しております。

（１）株式分割の目的

  当社株式の１投資単位当たりの投資金額

を引き下げることにより、投資しやすい環

境を整えるとともに、株式の流動性を高め、

投資家層の拡大を図ることを目的としてお

ります。

（２）株式分割の概要

① 分割の方法

  平成19年11月30日を基準日として株主の

所有株式１株につき、３株の割合をもって

分割しております。

② 分割により増加する株式数

  普通株式　29,900株

（３）株式分割の日程

 　　基準日公告日　平成19年11月15日

　　 基準日    　　平成19年11月30日

     効力発生日　　平成19年12月１日

     株券交付日（予定） 

                   平成20年１月18日

（４）１株当たり情報に及ぼす影響

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当該株式分

割が当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。

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
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前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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）

前中間会計期間当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純

資産額

30,295円33銭

 

１株当たり中

間純利益金額

1,942円50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、新株

予約権等の残

高は存在しま

すが、当社株

式は非上場で

あり期中平均

株価が把握で

きないため記

載しておりま

せん。

１株当たり純

資産額

41,894円49銭

 

１株当たり中

間純利益金額

　 243円99銭

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

　 239円71銭

１株当たり純

資産額

39,646円64銭

１株当たり当

期純利益金額

5,875円28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、新株

予約権等の残

高は存在しま

すが、当社株

式は非上場で

あり期中平均

株価が把握で

きないため記

載しておりま

せん。

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。

（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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 株式交換について

　当社は、平成19年11月13日開催の取締役

会において、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。）を当社の株式交換完全子会社とし、

効力発生日を平成20年１月１日とする株式

交換についての株式交換契約を締結するこ

とを決議いたしました。内容については以

下のとおりであります。

（１）株式交換の目的

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  当社は、ユビキタスネットワーク社会に

必要となる技術及びサービスの開発を進め、

それらを用いて新たな成長を実現するため

の計画である中期経営ビジョン「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

ワークサービスの媒介役となる

「Ubiquitous HUB」構想があり、DTIをその

中核となるISPとして位置づけるため、平成

19年７月27日から平成19年８月23日までの

期間、DTIの発行済株式の取得を目的として、

公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）を実施し、その結果、DTIの総株主

の議決権の99.52％（47,241株）を保有する

にいたっております。

  当社及びDTIが持つ経営資源を相互補完的

に活用するため、当社グループの技術力、

ノウハウ、営業力などの経営資源を再

（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。
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前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編し、事業体制を効率的に再構築すること

を計画しています。当社は、この事業再編

に当たっては、迅速な意思決定と効率的で

柔軟な経営施策の実施のため、DTIを完全子

会社とすることが不可欠であると考えてお

ります。また、DTIは、当社の完全子会社と

なり、グループシナジーの最大化を図って

いくことが、DTIの中長期的な成長及び発展、

並びにDTIの企業価値の最大化を実現させて

いくために最善であると判断しておりま

す。

  上記の公開買付により当社がDTIのすべて

の発行済株式を取得することができなかっ

たため、平成20年１月１日を効力発生日と

して、当社とDTIとの間で当社普通株式を対

価とする本株式交換を行い、DTIを当社の完

全子会社化することとし、株式交換の詳細

な内容について両社の取締役会において決

定し、株式交換契約を締結いたしました。

(２)株式交換の方法、株式交換に係る割当て

の内容

①株式交換の方法

　平成19年11月13日に締結した株式交換契

約書に基づき、平成20年１月１日を株式交

換の効力発生日として、DTIの株主（当社を

除く）が保有するDTIの株式を当社に移転さ

せ、DTIの株主（当社を除く）に対して、当

社の株式を交付します。これにより、DTIは

当社の完全子会社となります。なお、当社

は会社法第796条第３項の規定に基づき、株

主総会の承認を必要としない簡易株式交換

の手続きにより、DTIは会社法第784条第１

項の規定に基づき、株主総会の承認を必要

としない略式株式交換の手続きにより、株

式交換手続きを行います。

②　株式交換に係る割当ての内容

　DTIの普通株式１株に対して、（ⅰ）本株

式交換の効力発生までに本件株式分割が効

力を生じた場合は、当社の普通株式0.3株、

（ⅱ）本株式交換の効力発生までに本件株

式分割が効力を生じなかった場合は当社の

普通株式0.1株を割当交付いたします。また、

当社が保有するDTI株式47,241株については、

株式交換による株式の割当交付は行いませ

ん。

　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）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
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前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10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) 株式交換の日程

 株式交換決議取締役会

（両社）

平成19年11月13日

 株式交換契約締結 平成19年11月13日

 株式交換の予定日

（効力発生日）

平成20年１月１日

（予定）

 株券交付日  平成20年２月下旬

（予定）

(４) 株式会社ドリーム・トレイン・インター

ネットの概要（平成19年３月31日現在）

① 商号： 株式会社ドリーム・トレ

イン・インターネット

② 本店の所在地： 東京都渋谷区円山町３番

６号

③ 代表者の氏名： 代表取締役社長　石田　

宏樹

④ 資本金の額： 1,257,550千円

⑤ 純資産の額： 1,572,684千円

⑥ 総資産の額： 4,321,687千円

⑦ 事業の内容： インターネット接続事業

３． 多額の資金の借入について

　当社は、平成19年11月22日の取締役会に

おいて、借入金の返済を目的として、連結

子会社である株式会社ドリーム・トレイン・

インターネットより以下の借入を行うこと

を決議しており、平成19年11月30日に実行

しております。

　なお、株式会社三菱東京UFJ銀行に対し、

1,500百万円の借入の返済を同日に行ってお

ります。

(１) 借入先の名称

株式会社ドリーム・トレイン・インターネッ

ト

(２) 借入金額

1,500百万円

(３) 利率

TIBOR + 0.8％

(４) 借入実施時期

平成19年11月30日

(５) 返済条件

一括返済

(６) 返済期限

平成20年11月末日

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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６．その他
 　当社は、当中間期において、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの株式99.5%を公開買付けで取得しま

した。

　ただし、子会社株式のみなし取得日が当社の中間期末日であり、当中間期の業績には連結子会社の業績は反映され

ていないため、参考のため、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの連結中間の業績の概況を、以下に記載

しております。

  なお、金融商品取引法第193 条の２の規定に基づく監査法人の中間監査は終了していないため、中間監査報告書は

受領しておりません。

株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの中間連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

（１）経営成績

(注)百万円未満切捨て　（％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 % 百万 % 百万 % 百万 %

19年９月中間期 8,271 4.4 635 50.0 629 49.4 554 32.1

18年９月中間期 7,925 － 423 － 421 － 419 －

19年３月期（参考） 16,232 － 624 － 605 － 580 －

（注）当社の通期連結業績予想においては、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの売上計上基準を、こ

れまでの総売上高（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）に変更する方針で表示しておりますが、上記の売上高については、従来の総売上高による表示となって

おります。

（２）財政状態

 (注)百万円未満切捨て

 総資産 純資産 自己資本比率

 百万 百万 %

19年９月中間期 4,639 2,184 47.1

18年９月中間期 4,426 1,469 33.2

19年３月期（参考） 4,487 1,630 36.3

（３）キャッシュ・フローの状況

 (注)百万円未満切捨て

 
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 百万 百万 百万

19年９月中間期 281 △62 0 2,046

18年９月中間期 694 △160 21 1,466

19年３月期（参考） 681 △86 21 1,828
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