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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 68,697 14.2 1,070 △52.9 770 △62.3 588 △45.8

19年３月期第３四半期 60,175 － 2,269 － 2,044 － 1,086 －

19年３月期 81,818 － 2,483 － 2,060 － 1,000 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 2,584 97 － －

19年３月期第３四半期 5,358 65 － －

19年３月期 4,797 57 － －

 （注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。ただし、平成19年３

月期第３四半期より四半期実績の開示を行っているため、平成19年３月期第３四半期の対前年同四半期比の増減

率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 44,044 23,060 52.1 100,725 41

19年３月期第３四半期 38,514 22,822 58.8 99,457 33

19年３月期 41,881 24,189 57.4 105,479 94

(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

20年３月期第３四半期 3,503 △6,094 △2,020 7,146

19年３月期第３四半期 3,751 △3,393 5,339 12,580

19年３月期 5,022 △5,486 5,339 11,758

－ 1 －



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３月期 700 00 700 00 1,400 00

20年３月期 700 00 －
1,400 00

20年３月期（予想） － 700 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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 93,500 14.3 2,100 △15.5 1,650 △19.9 1,000 0.0 4,392 24

４．その他

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

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

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

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報に

基づき作成しております。予想に内在する不確実性や今後の事業環境の変化により、実際に発表される業績は当該

予想と異なる結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期におけるわが国の経済環境は、企業業績や民間設備投資は堅調に推移したものの、原油原材料価格の高

騰や米国のサブプライムローン問題の影響など、先行き不透明感が広がってまいりました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、国内のFTTH利用者は2007年9月末現在で1,000万契約を超え、ADSL

利用者は減少したもののブロードバンド加入者全体では引き続き増加いたしました。インターネットのサービスでは、

ブログやSNS、動画共有サービスなどの利用者の情報発信を支援するサービスの利用がさらに拡大しております。また、

携帯電話などのモバイル環境でのインターネット利用も端末の高機能化や通信速度の向上を背景に増加しております。

  このような環境の中、当社グループの業績につきましては、プラットフォーム分野では、当期から取り組んでおりま

す効率的な光ファイバー接続会員の獲得を推進し、当第３四半期末現在では前期末比10万人増の93万人となりました。

一方、ADSL接続会員は光ファイバー接続への移行が進み、ブロードバンド接続会員全体では同３万人増の168万人となり、

全体としてARPU（１人当たりの平均月額売上高）の高い商品への移行が進みました。また、集合住宅向け光接続サービ

スの価格改定による増収効果もほぼ予想どおりに推移いたしました。なお、通信速度の高速化などにより今後拡大が期

待されるモバイルブロードバンドサービスへの取り組みとして、MVNO方式による「@nifty Mobile BB」の提供を開始い

たしました。以上の結果、売上高は、61,740百万円（前年同期比16.2％増）となりました。

　利活用分野におきましては、引き続き新規サービスの提供や携帯対応サービスの充実により集客力の拡大を図り、広

告ビジネスの売上は伸長いたしました。また、マーケティングビジネスにおいては、ブログ評判分析サービス「BuzzPulse

（バズパルス）」のオンラインサービス「BuzzSeeQer（バズシーカー）」の提供を開始いたしました。さらに、株式会

社キーウォーカーと資本・業務提携し、より高度なマーケティングサービスの開発を進めております。デジタル・コン

テンツにつきましては、有償コンテンツ購入者の新規獲得が厳しくなっておりますが、特徴ある商品として、大型韓国

ドラマ「太王四神記（たいおうしじんき）」のパソコン、携帯電話等での独占配信を開始いたしました。以上の結果、

売上高は6,956百万円（同1.5％減）となりました。

　当第３四半期における連結業績につきましては、光ファイバー接続関連の売上増により、売上高は68,697百万円（同

14.2％増）となりました。損益につきましては、業務の効率化とコストダウンに努めたものの、人員の増加や各種サー

ビスの開発・充実に伴うコストの増加により、営業利益は1,070百万円（同52.9％減）、経常利益は770百万円（同

62.3％減）、四半期純利益は588百万円（同45.8％減）となりました。

分野別売上高

 

【第３四半期（９ヶ月累計）の概況】                                                     （百万円未満切捨て）

事 業 分 野

平成19年３月期
第３四半期

（自　平成18年４月１日 
至　平成18年12月31日）

平成20年３月期
第３四半期

（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31日）

前年同期比
(％)

金額（百万円） 割合(％) 金額（百万円） 割合(％)

プラットフォーム分野 53,110 88.3 61,740 89.9 16.2

利活用分野 7,064 11.7 6,956 10.1 △1.5

合　　　　計 60,175 100.0 68,697 100.0 14.2

（ご参考）【10～12月の３ヶ月間の概況】                                                 （百万円未満切捨て）

事 業 分 野

平成19年３月期
10～12月の３ヶ月間

（自　平成18年10月１日 
至　平成18年12月31日）

平成20年３月期
10～12月の３ヶ月間

（自　平成19年10月１日 
至　平成19年12月31日）

前年同期比
(％)

金額（百万円） 割合(％) 金額（百万円） 割合(％)

プラットフォーム分野 18,571 88.8 21,115 89.7 13.7

利活用分野 2,342 11.2 2,414 10.3 3.1

合　　　　計 20,913 100.0 23,530 100.0 12.5
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期の財政状態は、総資産44,044百万円、負債合計は20,984百万円、純資産合計23,060百万円となりました。

  当連結会計年度より、リース資産をオンバランス化することにより、当社グループの財政状態をより適切に表示して

おります。この処理により、当第３四半期末においては、リース資産残高4,071百万円を計上しております。併せて、未

経過リース料をリース債務として計上しております。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、7,146百万円となりました。

  当第３四半期における各キャッシュフローの状況は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によるキャッシュ・フローは、3,503百万円の収入となりました。これは主に、ブロードバンド売上高の増加

により売上債権が1,556百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益1,080百万円を計上したことと、減価償却費

が4,634百万円となり、内部留保が増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動によるキャッシュ・フローは、6,094百万円の支出となりました。これは主に、情報基盤の整備や利活用分野

における新しいサービス強化のためのソフトウエア投資と、前年度に引き続き、ベンチャー企業への投資を目的とする

国外を含めた投資組合へ出資し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）

  財務活動によるキャッシュ・フローは、2,020百万円の支出となりました。これは主に、従来、営業キャッシュ・フ

ローに算入されていたリース債務の返済額が、リース資産の会計処理を変更したことに伴い、財務キャッシュ・フロー

として1,701百万円の支出となったことによるものです。なお、配当金の支払を318百万円行っております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の連結業績につきましては、売上高はプラットフォーム分野、利活用分野ともほぼ計画どおり推移しており、今

後も同様に進むものと考えております。損益面につきましては、広告・マーケティングビジネスなどの収益性の高い分

野の売上増加を見込んでおり、また、従来から強力に推進しております業務効率化や各種コストダウンの効果がさらに

拡大していくものと考えており、昨年10月に発表した業績予想から変更しておりません。

 

　

４．その他

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

    該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

税効果会計及び法人税等の計算上、一部簡便的な方法を採用しております。    

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

  当連結会計年度より、所有権移転外ファイナンス・リース取引の通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理か

ら、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理へ変更しております。

  また、有形固定資産の減価償却方法につきましても、定率法から定額法へ変更しております。

   これらの会計処理の方法の変更につきましては、15ページをご参照ください。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1) （要約）四半期連結貸借対照表

科目

　前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

現金及び預金 6,072  4,434  △1,637  6,100  

預け金 6,507  2,711  △3,796  5,657  

売掛金 14,476  16,671  2,194  15,113  

その他 846  943  96  817  

流動資産合計 27,903 72.4 24,760 56.2 △3,143 △11.3 27,689 66.1

Ⅱ　固定資産         

有形固定資産 943  5,822  4,879  971  

無形固定資産 8,473  11,367  2,894  9,341  

投資その他の資
産 

1,194  2,094  899  3,878  

固定資産合計 10,610 27.6 19,284 43.8 8,673 81.7 14,191 33.9

資産合計 38,514 100.0 44,044 100.0 5,530 14.4 41,881 100.0
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科目

　前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

買掛金 9,349  10,958  1,609  10,242  

未払金 3,803  3,485  △318  3,737  

その他 1,029  3,196  2,167  1,394  

流動負債合計 14,182 36.8 17,641 40.0 3,458 24.4 15,374 36.7

Ⅱ　固定負債         

繰延税金負債 1,448  1,087  △361  2,238  

その他 60  2,255  2,195  77  

固定負債合計 1,509 3.9 3,342 7.6 1,833 121.5 2,316 5.5

負債合計 15,691 40.7 20,984 47.6 5,292 33.7 17,691 42.2

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

資本金 3,746 9.7 3,746 8.5 － － 3,746 8.9

資本剰余金 2,746 7.1 2,746 6.2 － － 2,746 6.6

利益剰余金 16,141 42.0 16,325 37.1 183 1.1 16,055 38.3

株主資本合計 22,635 58.8 22,819 51.8 183 0.8 22,549 53.8

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評
価差額金

21 0.1 126 0.3 105 496.4 1,479 3.5

評価・換算差額等
合計

21 0.1 126 0.3 105 496.4 1,479 3.5

Ⅲ　少数株主持分 166 0.4 115 0.3 △51 △30.8 161 0.5

純資産合計 22,822 59.3 23,060 52.4 237 1.0 24,189 57.8

負債、純資産合計 38,514 100.0 44,044 100.0 5,530 14.4 41,881 100.0
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(2) （要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 60,175 100.0 68,697 100.0 8,522 14.2 81,818 100.0

Ⅱ　売上原価 46,002 76.4 55,306 80.5 9,304 20.2 63,149 77.2

売上総利益 14,173 23.6 13,390 19.5 △782 △5.5 18,669 22.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

11,903 19.8 12,320 17.9 417 3.5 16,185 19.8

営業利益 2,269 3.8 1,070 1.6 △1,199 △52.9 2,483 3.0

Ⅳ　営業外収益 151 0.2 108 0.1 △43 △28.5 205 0.3

Ⅴ　営業外費用 376 0.6 407 0.6 31 8.4 628 0.8

経常利益 2,044 3.4 770 1.1 △1,274 △62.3 2,060 2.5

Ⅵ　特別利益 － － 364 0.5 364 － － －

Ⅶ　特別損失 23 0.0 54 0.0 31 137.0 31 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,021 3.4 1,080 1.6 △941 △46.6 2,029 2.5

税金費用 952 1.6 527 0.8 △424 △44.6 1,051 1.3

少数株主損失 17 0.0 36 0.1 18 107.5 22 0.0

四半期（当期）純利
益

1,086 1.8 588 0.9 △497 △45.8 1,000 1.2
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書

 前第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年12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

平成18年３月31日　残高
（百万円） 1,000 － 15,211 16,211

第３四半期連結会計期間中の
変動額     

新株の発行 2,746 2,746 － 5,493

剰余金の配当 － － △140 △140

利益処分による役員賞与（注） － － △16 △16

四半期純利益 － － 1,086 1,086

株主資本以外の項目の
第３四半期連結会計期間中の
変動額（純額）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計

（百万円）
2,746 2,746 930 6,424

平成18年12月31日　残高
（百万円） 3,746 2,746 16,141 22,635

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円） 4 4 192 16,408

第３四半期連結会計期間中の
変動額     

新株の発行 － － － 5,493

剰余金の配当 － － － △140

利益処分による役員賞与（注） － － － △16

四半期純利益 － － － 1,086

株主資本以外の項目の
第３四半期連結会計期間中の
変動額（純額）

16 16 △26 △9

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計

（百万円）
16 16 △26 6,414

平成18年12月31日　残高
（百万円） 21 21 166 22,822

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12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

平成19年３月31日　残高
（百万円） 3,746 2,746 16,055 22,549

第３四半期連結会計期間中の
変動額     

剰余金の配当  － － △318 △318

四半期純利益  － － 588 588

株主資本以外の項目の
第３四半期連結会計期間中の
変動額（純額）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計

（百万円）
－ － 269 269

平成19年12月31日　残高
（百万円） 3,746 2,746 16,325 22,819

 
 

 
 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円） 1,479 1,479 161 24,189

第３四半期連結会計期間中の
変動額     

剰余金の配当  － － － △318

四半期純利益  － － － 588

株主資本以外の項目の
第３四半期連結会計期間中の
変動額（純額）

△1,353 △1,353 △46 △1,399

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計

（百万円）
△1,353 △1,353 △46 △1,129

平成19年12月31日　残高
（百万円） 126 126 115 23,060
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 （参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高
（百万円） 1,000 － 15,211 16,211

連結会計年度中の変動額     

新株の発行  2,746 2,746 － 5,493

剰余金の配当  － － △140 △140

利益処分による役員賞与（注） － － △16 △16

当期純利益  － － 1,000 1,000

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） 2,746 2,746 844 6,338

平成19年３月31日残高
（百万円） 3,746 2,746 16,055 22,549

 

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円） 4 4 192 16,408

連結会計年度中の変動額     

新株の発行  － － － 5,493

剰余金の配当  － － － △140

利益処分による役員賞与（注） － － － △16

当期純利益  － － － 1,000

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 1,474 1,474 △31 1,443

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） 1,474 1,474 △31 7,781

平成19年３月31日　残高
（百万円） 1,479 1,479 161 24,189

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,021 1,080 2,029

２　減価償却費及びのれ
ん償却額

2,161 4,634 2,969

３　引当金の増加額（減
少：△）

△155 △354 490

４　投資有価証券売却益 － △364 －

５　固定資産廃却損 166 279 368

６　売上債権の減少額
（増加：△）

△2,442 △1,556 △3,079

７　たな卸資産の減少額
（増加：△）

2 23 △32

８　仕入債務の増加額
（減少：△）

1,600 757 2,491

９　その他資産負債の増
減額

713 △472 1,231

10　その他 △316 △522 △1,447

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,751 3,503 5,022

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　投資有価証券の取得
による支出

△69 △496 △235

２　投資有価証券の売却
による収入

－ 377 －

３　有形固定資産の取得
による支出

△266 △1,228 △429

４　無形固定資産の取得
による支出

△3,074 △4,792 △4,811

５　その他 17 45 △9

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,393 △6,094 △5,486

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　株式の発行による収
入

5,493 － 5,493

２　配当金の支払額 △140 △318 △140

３　その他 △14 △1,701 △14

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

5,339 △2,020 5,339

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

5,697 △4,611 4,874

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

6,883 11,758 6,883

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

12,580 7,146 11,758
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前年四半期

　（平成19年３月期

第３四半期）　

当四半期

　（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

１　会計処理基準に関

する事項

   

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

 

 

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法、売却原価は移動平均

法）

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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、売却原価は移動平均

法）

 

 

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

　移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組

合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）に

ついては、組合の純資産の

持分相当額を計上しており

ます。

時価のないもの

　移動平均法による原価法

 

 

② たな卸資産

先入先出法による原価法

② たな卸資産

同左

② たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産 ① 有形固定資産（リース資産

を除く）

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとお

りであります。

センターネットワーク機器

　　　　　　　５年

　定額法を採用しております。

　減価償却費の計算には主と

して以下の見積耐用年数を使

用しています。

センターネットワーク機器

　　　　　　　５年

　定率法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとお

りであります。

センターネットワーク機器

　５年

 

 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産（リース資産

を除く）

② 無形固定資産

 

 

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

自社利用ソフトウェア

見込利用可能期間

 ５年

ノウハウ　 ８年

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

自社利用ソフトウェア

見込利用可能期間

 ５年

ノウハウ　 ８年

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

自社利用ソフトウェア

見込利用可能期間

 ５年

ノウハウ　 ８年

 

 

───── ③ リース資産

所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

─────
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項目

前年四半期

　（平成19年３月期

第３四半期）　

当四半期

　（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

(3) 重要な引当金の

計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

 

 

② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、

当第３四半期連結会計期間に

おける支給見込額の負担額を

計上しております。

② 役員賞与引当金

同左

② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額の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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当第３四

半期連結会計期間末において

発生していると認められる額

を計上しております。

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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。

当連結会計年度末において

は、前払退職給付費用を投資

その他の資産に計上しており

ます。

また、会計基準変更時差異

については、10年による按分

額を費用処理しております。

過去勤務債務は、10年によ

る定額法により費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することと

しております。

当第３四半期連結会計期間

においては、前払退職給付費

用を投資その他の資産に計上

しております。

 

また、会計基準変更時差異

については、10年による按分

額を費用処理しております。

過去勤務債務は、10年によ

る定額法により費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することと

しております。
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項目

前年四半期

　（平成19年３月期

第３四半期）　

当四半期

　（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

 

 

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する

役員退職慰労金に充てるため、

内規に基づく当第３四半期連

結会計期間末要支給額の全額

を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職に

より支給する役員退職慰労金

に充てるため、内規に基づく

当第３四半期連結会計期間末

要支給額の全額を計上してお

ります。

④ 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職に

より支給する退職慰労金に充

てるため、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額の全額

を計上しております。

 

 

─────

 

⑤ 入会促進引当金

入会促進を目的として実施

するキャンペーンに係る

キャッシュバックの負担に備

えるため、当第３四半期連結

会計期間末以降負担すると見

込まれる額を計上しておりま

す。

⑤ 入会促進引当金

入会促進を目的として実施

するキャンペーンに係る

キャッシュバックの負担に備

えるため、当連結会計年度末

以降負担すると見込まれる額

を計上しております。

(4) 重要なリース取

引の処理方法

当社及び連結子会社は、

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。

当社及び連結子会社は、

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、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

当社及び連結子会社は、

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。

(5) その他連結財務

諸表作成のため

の重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、

税抜方式によっております。

① 消費税等の会計処理方法

同左

① 消費税等の会計処理方法

同左

② 連結納税制度の適用

当社は、富士通㈱の完全子

会社でなくなったことから、

同社を連結親法人とする連結

納税制度から離脱いたしまし

た。

───── ② 連結納税制度の適用

当社は、富士通㈱の完全子

会社でなくなったことから、

同社を連結親法人とする連結

納税制度から離脱いたしまし

た。

４　第３四半期連結

キャッシュ・フ

ロー計算書（連結

キャッシュ・フ

ロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

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
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 会計処理の変更

前年四半期

　　（平成19年３月期

　第３四半期）

当四半期

　　（平成20年３月期

　第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

（役員賞与に係る会計基準）

当第３四半期連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用しておりま

す。

　これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益への影響は

ありません。

─────

 

（役員賞与に係る会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が、それぞれ

31百万円減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

当第３四半期連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）

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。

  従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は22,656百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間に

おける連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

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

する会計基準等）

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）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。

  従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は24,028百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。
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前年四半期

　　（平成19年３月期

　第３四半期）

当四半期

　　（平成20年３月期

　第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

─────

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更

及び耐用年数・残存価額の見直し）

　従来、当社及び連結子会社は有形固

定資産の減価償却方法について定率法

を採用しておりましたが、当第３四半

期連結会計期間より定額法に変更する

とともに、あわせて耐用年数について

もビジネスの実態に応じた回収期間を

反映したものとし、残存価額について

も実質的残存価額といたしました。

─────

 

 　この変更は、当第３四半期連結会計

期間より親会社である富士通㈱が有形

固定資産の減価償却方法を定率法から

定額法に変更することに伴い、親子会

社間の会計処理を統一するため、また、

インターネットサービス事業から稼得

される安定的な収益と投資後の減価償

却費をより厳格に対応させ、より適切

にビジネスの業績を表すためでありま

す。

　この変更及び見直しに伴い、従来の

方法によった場合と比べ、当第３四半

期連結会計期間において、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利

益が、それぞれ80百万円増加しており

ます。

　また、前連結会計年度末までに取得

価額の５％まで償却を完了した設備に

ついては、残存価額をゼロとして２年

間で減価償却を再開しておりますが、

これによる償却費の増加額34百万円が

前記の影響額に含まれております。
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前年四半期

　　（平成19年３月期

　第３四半期）

当四半期

　　（平成20年３月期

　第３四半期）

（参考）前期

（平成19年３月期）

─────

 

 

 

（リース取引の処理方法）

従来、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したが、当第３

四半期連結会計期間より、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成19年３月30日 企業会計基

準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号）を早期適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理に変更しております。

　これにより、当第３四半期連結会計

期間において、営業利益は33百万円、

経常利益は4百万円それぞれ増加し、税

金等調整前四半期純利益は25百万円減

少しております。

─────

 

 

 

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

　当社及び連結子会社の事業は、インターネットサービス並びにこれらに付帯する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。

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

　当社及び連結子会社の事業は、インターネットサービス並びにこれらに付帯する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。

（参考）前期（平成19年３月期）

　当社及び連結子会社の事業は、インターネットサービス並びにこれらに付帯する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。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

（参考）前期（平成19年３月期）

　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
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【添付資料】 
 

ブロードバンド会員数（四半期末）推移 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広告・マーケティングの売上高（四半期毎）推移 
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