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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 15,269 ― 1,147 ― 1,514 ― 59 ―
20年3月期第1四半期 12,282 11.1 1,214 854.8 1,344 747.1 670 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 231.17 214.41
20年3月期第1四半期 2,623.02 2,588.95

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

21年3月期第1四半期 47,133 37,161 70.5 130,126.87
20年3月期 46,719 36,852 70.7 129,265.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  33,250百万円 20年3月期  33,030百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成20年３月期期末配当金には記念配当500円00銭が含まれております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1,150.00 ― 1,850.00 3,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 31,300 ― 3,100 ― 3,500 ― 900 ― 3,522.23
通期 65,200 20.7 6,600 13.6 7,700 14.7 3,500 9.1 13,697.56

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  

(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。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

(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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期(平成20年４月１日～平成21年３月31日)の連結業績予想に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しですが、 
多分に不確定な要素を含んでいます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値や要因と異なる場合があることを予めご承知おき下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用 
指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ゲームポット ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  255,520株 20年3月期  255,520株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  0株 20年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  255,520株 20年3月期第1四半期  255,520株



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１四半期における我が国の経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や原油・原材料価格

の高騰等により、先行き不透明感が広がる中、景気の減速感が強まってまいりました。 

 インターネット分野においては、日本におけるインターネット利用者のうち、一般世帯で固定的に利用される

FTTH、DSL、CATV、無線（FWA)のブロードバンドの各アクセスサービスの契約数が、平成20年３月末で総計2,875万契

約（総務省公表値）となり、平成19年12月末から45万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,215万契約で、

平成19年12月末から82万契約増加した一方、DSLの契約数は1,271万契約で、平成19年12月末から42万契約減少し、引

き続きFTTHへのシフトが続いています。 

 このような事業環境のもと、平成19年３月に発表した３ヶ年の中期経営計画の２期目にあたる当期は、接続事業に

おいては春商戦での好調な会員獲得（前年度第４四半期及び当第１四半期のブロードバンド会員の増加は合わせて13

万人と前年同期比で４万人増）、ポータル事業においては㈱ゲームポットの子会社化など、その目標達成に向けて諸

施策を実行いたしました。 

 接続事業については、FTTHを中心とした会員獲得が大変好調に推移し、当第１四半期末のブロードバンド会員数

は、前年同期末106万人より18万人（17％）増加の124万人となりました。そのうち、FTTHの会員数は72万人で、前年

同期末の52万人より20万人（38％）増加しました。ADSLの会員数は52万人で、前年同期末の54万人と比較し2万人減

とほぼ横ばいで推移しています。 

 なお、接続会員にコンテンツ会員を加えたSo-net会員数は、前年同期末の332万人から25万人増の357万人となりま

した。 

       当第１四半期連結業績                   （単位：百万円） 

 ブロードバンド市場の拡大により、ナローバンド会員は引き続き減少しておりますものの、全体としてはFTTHを中

心とする接続サービスによる課金収入が増加したため、また、平成19年９月よりSo-net Entertainment Taiwan Ltd.

を新たに連結子会社としたため、当第１四半期における接続事業の売上高は、前年同期比19.4％増の10,467百万円

（前年同期は8,768百万円。以下カッコ内同じ。）となり、売上高に占める割合は68.5％（71.4％）となりました。 

 ポータル事業については、連結子会社として、新たに５月度より㈱ゲームポットが加わったほか、ソネット・エム

スリー㈱の売上も順調に伸びており、また、当社での法人向けのソリューションサービスや広告売上が好調に推移し

た結果、当第１四半期におけるポータル事業の売上高は、前年同期比35.8％増の4,771百万円（3,513百万円）とな

り、売上高に占める割合は31.3％（28.6％）となりました。 

 また、その他として開示している、投資・育成支援対象の連結子会社については、売上高は30百万円（当事業の前

年同期の実績はありません。）となり、売上高に占める割合は0.2％となりました。 

 このように、当第１四半期の売上高は、前年同期比24.3％増の15,269百万円（12,282百万円）となり、過去最高を

更新しました。 

  

平成21年3月期 

第１四半期 

（当第１四半期）

平成20年3月期 

第１四半期 

（ご参考） 

対前年同期増減率 

（ご参考） 

 売上高 15,269 12,282 ＋24.3％  

   接続事業 10,467 8,768 ＋19.4％  

   ポータル事業 4,771 3,513 ＋35.8％  

   その他 30 － －  

 営業利益 1,147 1,214 △5.6％  

   接続事業 843 1,022 △17.5％  

   ポータル事業 898 736 ＋22.0％  

   その他 △49 － －  

   消去又は全社 △545 △544 －  

 経常利益 1,514 1,344 ＋12.6％  

 四半期純利益 59 670 △91.2％  



 営業利益は、前年同期比5.6％減の1,147百万円（1,214百万円）となりました。 

 接続事業の営業利益は、ブロードバンドの新規獲得会員からの課金収入に伴う利益が、ナローバンド会員の減少に

よる利益減を補い伸びたものの、好調だった春商戦での会員獲得にかかる手数料や、テレビＣＭ等の広告宣伝費、無

料キャンペーン等により課金に先行して発生する回線費等の費用が前年同期を上回ったこと等により、前年同期比

17.5％減の843百万円（1,022百万円）となりました。 

 ポータル事業の営業利益は、連結子会社のソネット・エムスリー㈱及び当社における法人向けのソリューションサ

ービスの売上の伸びに伴う利益の増加等により、前年同期比22.0％増の898百万円（736百万円）となりました。 

 その他は、49百万円の営業損失となりました。（当事業の前年同期の実績はありません。） 

 また、消去又は全社費用は545百万円（544百万円）となりました。 

 経常利益は、前年同期比12.6％増の1,514百万円（1,344百万円）となりました。 

 これは主に、持分法適用関連会社の㈱ディー・エヌ・エーの好調な業績による持分法投資利益の増加によるもので

す。 

 税金等調整前四半期純利益は、前年同期比50.2％減の647百万円（1,299百万円）となりました。 

 これは、主に特別損失として投資有価証券評価損725百万円を計上したことによるものです。 

 また、法人税等や法人税等調整額を含めた税金費用として359百万円（449百万円）を計上したほか、少数株主利益

としては、主にソネット・エムスリー㈱の利益の増加に伴い、229百万円（179百万円）を計上いたしました。 

 この結果、四半期純利益は前年同期比91.2％減の59百万円（670百万円）となりました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

連結財政状態 

 当第１四半期末の総資産は47,133百万円となり、前年度末と比べて414百万円増加しました。これは、主としてリー

ス資産のオンバランス化等により、有形固定資産が449百万円増加したことによるものです。 

 また、株式会社ゲームポットの子会社化等により、現金及び預金が7,439百万円減少し、のれんが6,964百万円増加し

ています。 

 当第１四半期末の負債は9,971百万円となり、前年度末と比べて104百万円増加しました。これは、主としてリースオ

ンバランス化に伴い長期リース債務を計上したことにより、固定負債が298百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金等が増加したことにより、前期末比309百万円増の37,161百万円となり、自己

資本比率は70.5％となりました。 

連結キャッシュ・フロー 

 当第１四半期における現金及び現金同等物は、営業活動において183百万円の減少、投資活動において6,435百万円の

減少、財務活動において923百万円の減少となったことから、前年度末に比べて7,516百万円減少し、当第１四半期末に

は10,640百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、183百万円の減少となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

純利益647百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,077百万円によるものです。 

（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、6,435百万円の減少となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売

却による収入31百万円であり、主なマイナス要因は、子会社株式の取得による支出5,676百万円、無形固定資産の取

得による支出566百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、923百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払によるもので

す。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社の平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の業績予想の前提となる要因は、下記のとおりで

す。 

■ブロードバンド会員数は、平成21年３月末時点で135万人（前期末比17万人増（＋14％））を見込んでいます。 

■接続事業は、引き続き新規獲得したFTTH会員からの課金収入が売上に寄与すること及び新規会員の獲得が計画どお

りに推移するものと見込んでいます。また、子会社のSo-net Entertainment Taiwan Ltd.が通期で連結されることに

よる売上増が見込まれます。 

 ポータル事業は、当社における法人向けソリューションサービスや広告売上の拡大に加え、子会社のソネット・エ

ムスリー㈱の売上増が見込まれる他、新たに連結子会社となった㈱ゲームポット、㈱MIによる売上増を見込んでいま

す。 

■営業利益は、売上増に伴う利益増を見込んでいますが、接続事業においては、獲得競争の激化が予想され、前期よ

りは増益の幅は減少すると見込んでいます。 

■経常利益は、営業利益の増加に加え、持分法適用関連会社の㈱ディー・エヌ・エーの持分法投資利益等の計上を見

込んでいます。 

■当期純利益は、各段階利益の増加の他、子会社の少数株主持分の影響を考慮しています。 

 上記に記載した予想数値及びその要因は、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ますが、多分に

不確定な要素を含んでいます。なお、上記の記載は今回の業績予想に関わるすべての要因を網羅したものではありま

せん。また、同様に上記の記載に限定しているものでもありません。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予

想数値や要因と異なる場合があることを予めご承知おきください。  

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） 

新規１社：株式会社ゲームポット 

株式会社ゲームポットを公開買付けによる株式取得により子会社化しております。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）四半期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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。これにより、営業利益は14百万円増加、経常利益は11百万円増加、税

金等調整前四半期純利益は16百万円減少しております。 

３．当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、

これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微です。 

４．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品については移動平均法による原価法、番組勘

定・仕掛品については個別原価法、貯蔵品については最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、商品については移動平均法による原価法、番組勘定・仕掛品については個別原価法、貯蔵品に

ついては最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。なお、これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,929 18,368

受取手形及び売掛金 10,381 9,528

有価証券 24 －

商品 31 34

仕掛品 112 100

その他 2,046 1,727

貸倒引当金 △46 △53

流動資産合計 23,479 29,707

固定資産   

有形固定資産 1,521 1,072

無形固定資産   

のれん 7,871 907

ソフトウエア 2,470 1,741

その他 1,403 968

無形固定資産合計 11,745 3,618

投資その他の資産   

投資有価証券 9,057 11,192

その他 1,329 1,129

投資その他の資産合計 10,387 12,321

固定資産合計 23,653 17,012

資産合計 47,133 46,719

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,358 3,982

未払費用 2,028 2,189

未払法人税等 594 1,116

引当金 625 755

その他 1,323 1,078

流動負債合計 8,929 9,122

固定負債   

引当金 485 458

その他 556 286

固定負債合計 1,042 744

負債合計 9,971 9,867



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,965 7,965

資本剰余金 8,463 8,463

利益剰余金 16,435 16,849

株主資本合計 32,865 33,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 393 △226

為替換算調整勘定 △8 △21

評価・換算差額等合計 384 △248

新株予約権 54 53

少数株主持分 3,857 3,768

純資産合計 37,161 36,852

負債純資産合計 47,133 46,719



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 15,269

売上原価 8,961

売上総利益 6,308

販売費及び一般管理費 5,161

営業利益 1,147

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 7

持分法による投資利益 371

その他 36

営業外収益合計 432

営業外費用  

支払利息 5

固定資産除却損 58

その他 1

営業外費用合計 65

経常利益 1,514

特別利益  

持分変動利益 46

その他 9

特別利益合計 56

特別損失  

投資有価証券評価損 725

その他 197

特別損失合計 923

税金等調整前四半期純利益 647

法人税、住民税及び事業税 450

法人税等調整額 △91

法人税等合計 359

少数株主利益 229

四半期純利益 59



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 647

減価償却費 487

投資有価証券評価損益（△は益） 725

のれん償却額 146

引当金の増減額（△は減少） △183

受取利息及び受取配当金 △24

支払利息 5

為替差損益（△は益） △18

持分法による投資損益（△は益） △371

売上債権の増減額（△は増加） △213

仕入債務の増減額（△は減少） 85

その他 △568

小計 718

利息及び配当金の受取額 181

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △1,077

営業活動によるキャッシュ・フロー △183

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 △142

無形固定資産の取得による支出 △566

投資有価証券の取得による支出 △41

投資有価証券の売却による収入 31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△5,676

その他 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,435

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △472

少数株主への配当金の支払額 △336

その他 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー △923

現金及び現金同等物に係る換算差額 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,516

現金及び現金同等物の期首残高 18,192

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△35

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,640



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日　至平成20年６月30日）  

 
接続事業
（百万円）

ポータル事
業
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 10,467 4,771 30 15,269 － 15,269

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
5 7 － 12 △12 －

 計 10,472 4,779 30 15,282 △12 15,269

 営業利益 843 898 △49 1,692 △545 1,147

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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