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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 32,163 ― 3,110 ― 3,666 ― 891 ―
20年3月期第2四半期 25,188 10.1 2,710 151.6 2,951 176.6 1,295 △27.2

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2四半期 3,490.40 3,456.63
20年3月期第2四半期 5,070.31 5,007.15

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2四半期 50,491 38,349 67.4 133,142.14
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2四半期  34,020百万円 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 ― 1,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期  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2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  255,520株 20年3月期第2四半期  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２四半期（６ヶ月）における我が国の経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した米国経

済の悪化や円高の影響により、景気の減速が強まる展開となりました。

　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６月末で総計2,934万契約（総

務省公表値）となり、平成20年３月末から59万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,308万契約で、平成20年

３月末から93万契約増加した一方、DSLの契約数は1,229万契約で、平成20年３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。

　このような中、当社グループの当第２四半期の売上高は、前年同期比27.7％増の32,163百万円（前年同期は25,188

百万円。前年同期の数字については参考値。以下カッコ同じ。）となり、半期ベースで過去最高を更新しました。

　接続事業については、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２四半期における売上高は、前年同期比18.7％

増の21,516百万円（18,122百万円）となり、売上高に占める割合は66.9％（71.9％）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、７月度より㈱ＭＩ（現　ソネッ

ト・メディア・ネットワークス㈱）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２四半期におけるポータル事業の

売上高は、前年同期比50.1％増の10,597百万円（7,060百万円）となり、売上高に占める割合は32.9％（28.0％）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49百万円（6百万円）と

なり、売上高に占める割合は0.2％となりました。

　営業利益は、前年同期比14.7％増の3,110百万円（2,710百万円）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、前年とほぼ同

水準の2,371百万円（2,384百万円）となりましたが、平成20年７月１日から９月30日の３ヶ月間においては、春商戦

での会員獲得の影響等により、前年同期比12.2％増の1,528百万円（1,362百万円）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㈱及び当社におけるライセンス売上等の伸びに伴

う利益の増加等により、前年同期比33.0％増の1,899百万円（1,428百万円）となりました。

　その他は、64百万円（30百万円）の営業損失となりました。

　また、消去又は全社費用は1,096百万円（1,071百万円）となりました。

　経常利益は、前年同期比24.2％増の3,666百万円（2,951百万円）となりました。

　これは主に、上述した営業利益の増益に加え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。

　四半期純利益は前年同期比31.2％減の891百万円（1,295百万円）となりました。

　これは主に、上述した経常利益の増益に加え投資有価証券の減損処理を行ったことにより投資有価証券評価損を940

百万円計上したことによるものです。

　なお、平成20年７月１日から９月30日の３ヶ月間における四半期純利益は、前年同期比33.2％増の832百万円（625

百万円）となりました。



　　　　　　　当第２四半期（６ヵ月）連結業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
平成21年3月期

第２四半期（６ヵ月）

平成20年3月期

第２四半期（６ヵ月）

（ご参考）

対前年同期増減率

（ご参考）

　売上高 32,163 25,188 ＋27.7％　

　　　接続事業 21,516 18,122 ＋18.7％　

　　　ポータル事業 10,597 7,060 ＋50.1％　

　　　その他 49 6 ＋716.7％　

　営業利益 3,110 2,710 ＋14.7％　

　　　接続事業 2,371 2,384 △0.5％　

　　　ポータル事業 1,899 1,428 ＋33.0％　

　　　その他 △64 △30 －　

　　　消去又は全社 △1,096 △1,071 －　

　経常利益 3,666 2,951 ＋24.2％　

　四半期純利益 891 1,295 △31.2％　

　　　　　　　当第２四半期（３ヵ月）連結業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
平成21年3月期

第２四半期（３ヶ月）

平成20年3月期

第２四半期（３ヶ月）

（ご参考）

対前年同期増減率

（ご参考）

　売上高 16,893 12,906 ＋30.9％　

　　　接続事業 11,049 9,353 ＋18.1％　

　　　ポータル事業 5,825 3,546 ＋64.3％　

　　　その他 18 6 ＋200.0％　

　営業利益 1,962 1,495 ＋31.2％　

　　　接続事業 1,528 1,362 ＋12.2％　

　　　ポータル事業 1,001 691 ＋44.9％　

　　　その他 △15 △30 －　

　　　消去又は全社 △551 △527 －　

　経常利益 2,152 1,606 ＋34.0％　

　四半期純利益 832 625 ＋33.2％　

２．連結財政状態に関する定性的情報

連結財政状態

　当第２四半期末の総資産は50,491百万円となり、前年度末と比べて3,772百万円増加しました。これは、主として㈱

ゲームポット及び㈱ＭＩ（現　ソネット・メディア・ネットワークス㈱）を子会社化したことにより、のれんが7,043百

万円増加したこと、受取手形及び売掛金が1,705百万円増加したこと、現金及び預金が5,245百万円減少したことによる

ものです。

　当第２四半期末の負債は12,142百万円となり、前年度末と比べて2,275百万円増加しました。これは、主として短期借

入金が1,000百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が755百万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及び少数株主持分が増加したことにより、前期末比1,497百万円増の38,349百万

円となり、自己資本比率は67.4％となりました。

連結キャッシュ・フロー

　当第２四半期における現金及び現金同等物は、営業活動において1,875百万円の増加、投資活動において7,090百万円

の減少、財務活動において28百万円の増加となったことから、前年度末に比べて5,189百万円減少し、当第２四半期末に

は12,859百万円となりました。

（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、1,875百万円の増加となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

純利益2,788百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,288百万円によるものです。



（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、7,090百万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476百万円であり、主なマイナス要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5,773百万

円、無形固定資産の取得による支出1,151百万円によるものです。

（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、28百万円の増加となりました。主なプラス要因は、短期借入による収入

1,000百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額472百万円、少数株主への配当金の支払額336百万円による

ものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っていません。

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）

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います。

（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）を適用しています。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います。

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

ていましたが、「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、通常の売買取引にかか

る会計処理によっています。これにより、営業利益は16百万円増加、経常利益は11百万円増加、税金等調整前四

半期純利益は16百万円減少しています。

３．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います。なお、これによ

る当第２四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いましたが、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）により算定しています。な

お、これによる当第２四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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 13,123 18,368

受取手形及び売掛金 11,233 9,528

商品 35 34

仕掛品 188 100

その他 1,922 1,727

貸倒引当金 △51 △53

流動資産合計 26,451 29,707

固定資産   

有形固定資産 1,494 1,072

無形固定資産   

のれん 7,950 907

ソフトウエア 2,397 1,741

その他 1,804 968

無形固定資産合計 12,152 3,618

投資その他の資産   

投資有価証券 8,986 11,192

その他 1,691 1,452

貸倒引当金 △284 △322

投資その他の資産合計 10,392 12,321

固定資産合計 24,039 17,012

資産合計 50,491 46,719

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,737 3,982

未払費用 1,823 2,189

短期借入金 1,000 －

未払法人税等 1,607 1,116

引当金 969 755

その他 1,117 1,078

流動負債合計 11,256 9,122

固定負債   

退職給付引当金 507 458

その他 379 286

固定負債合計 886 744

負債合計 12,142 9,867



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 17,246 16,849

株主資本合計 33,676 33,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 396 △226

為替換算調整勘定 △52 △21

評価・換算差額等合計 344 △248

新株予約権 55 53

少数株主持分 4,272 3,768

純資産合計 38,349 36,852

負債純資産合計 50,491 46,719



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 32,163

売上原価 18,980

売上総利益 13,183

販売費及び一般管理費 10,073

営業利益 3,110

営業外収益  

受取利息 37

受取配当金 17

持分法による投資利益 557

その他 51

営業外収益合計 663

営業外費用  

支払利息 15

固定資産除却損 64

その他 26

営業外費用合計 106

経常利益 3,666

特別利益  

投資有価証券売却益 407

持分変動利益 50

その他 9

特別利益合計 467

特別損失  

投資有価証券評価損 940

減損損失 18

その他 387

特別損失合計 1,346

税金等調整前四半期純利益 2,788

法人税、住民税及び事業税 1,658

法人税等調整額 △210

法人税等合計 1,447

少数株主利益 449

四半期純利益 891



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 16,893

売上原価 10,019

売上総利益 6,874

販売費及び一般管理費 4,911

営業利益 1,962

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 10

持分法による投資利益 185

その他 15

営業外収益合計 230

営業外費用  

支払利息 10

固定資産除却損 6

その他 24

営業外費用合計 41

経常利益 2,152

特別利益  

投資有価証券売却益 407

持分変動利益 4

特別利益合計 411

特別損失  

投資有価証券評価損 214

減損損失 13

その他 194

特別損失合計 423

税金等調整前四半期純利益 2,141

法人税、住民税及び事業税 1,207

法人税等調整額 △119

法人税等合計 1,088

少数株主利益 220

四半期純利益 832



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 2,788

減価償却費 1,022

投資有価証券評価損益（△は益） 940

投資有価証券売却損益（△は益） △407

のれん償却額 345

引当金の増減額（△は減少） 223

受取利息及び受取配当金 △54

支払利息 15

持分法による投資損益（△は益） △557

売上債権の増減額（△は増加） △794

仕入債務の増減額（△は減少） 176

その他 △736

小計 2,961

利息及び配当金の受取額 218

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △1,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,875

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 △245

無形固定資産の取得による支出 △1,151

投資有価証券の取得による支出 △108

投資有価証券の売却による収入 476

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△5,773

その他 △288

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,090

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000

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 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー 28

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,189

現金及び現金同等物の期首残高 18,084

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 12,859



　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）を適用しています。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います。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 11,049 5,825 18 16,893 － 16,893

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
0 4 － 4 △4 －

 計 11,049 5,830 18 16,898 △4 16,893

 営業利益 1,528 1,001 △15 2,514 △551 1,962

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 21,516 10,597 49 32,163 － 32,163

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
5 11 － 17 △17 －

 計 21,522 10,609 49 32,181 △17 32,163

 営業利益 2,371 1,899 △64 4,206 △1,096 3,110

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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。

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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。

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  25,188 100.0

Ⅱ　売上原価  14,315 56.8

売上総利益  10,873 43.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,162 32.4

営業利益  2,710 10.8

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息 64   

２　受取配当金 0   

３　持分法による投資利益 219   

４　ポイント引当金戻入益 1   

５　その他 14 299 1.2

Ⅴ　営業外費用    

１　支払利息 0   

２　固定資産売却損 8   

３　固定資産除却損 35   

４　リース中途解約金 1   

５　その他 12 59 0.3

経常利益  2,951 11.7

Ⅵ　特別利益    

１　投資有価証券売却益 32   

２　持分変動益 14   

３　貸倒引当金戻入益 27 74 0.3

Ⅶ　特別損失    

１　投資有価証券評価損 0   

２　固定資産臨時償却費 82   

３　退職給付費用 76   

４　合弁事業整理損 77   

５　その他 19 257 1.0

税金等調整前中間純利益  2,768 11.0

法人税、住民税及び事業税 693   

法人税等調整額 417 1,110 4.4

少数株主利益  362 1.5

中間純利益  1,295 5.1



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

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 2,768

減価償却費 524

固定資産臨時償却費 82

のれん償却額 71

持分変動益 △14

持分法による投資利益 △219

投資有価証券評価損 0

投資有価証券売却益 △32

賞与引当金の増加額 1

退職給付引当金の増加額 105

役員退職慰労引当金の増加
額

7

貸倒引当金の減少額 △12

ポイント引当金の増加額 59

その他の引当金の減少額 △4

受取利息及び受取配当金 △65

支払利息 0

固定資産売却益 △0

固定資産売却損 8

固定資産除却損 35

売上債権の増加額 △3,060

たな卸資産の増加額 △50

その他流動資産の増加額 △395

仕入債務の減少額 △62

未払費用の減少額 △374

その他流動負債の減少額 △127

その他 21

小計 △730

利息及び配当金の受取額 112

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,235

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△1,854



 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

定期預金の預入による支出 △11

定期預金の払戻による収入 6,000

投資有価証券の取得による
支出

△1,847

投資有価証券の売却による
収入

26

有形固定資産の取得による
支出

△258

有形固定資産の売却による
収入

0

無形固定資産の取得による
支出

△392

無形固定資産の売却による
収入

1

敷金・保証金の支払による
支出

△106

敷金・保証金の返還による
収入

1

新規連結子会社の株式取得
による収入

252

連結子会社株式の売却によ
る支出

△133

子会社株式の取得価額変更
による収入

28

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 36

投資事業組合からの分配に
よる収入

24

投資活動によるキャッシュ・
フロー

3,623

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

配当金の支払額 △582

子会社の増資による収入 25

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△557

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

18

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

1,229

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

13,565

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

14,795

  



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 18,122 7,060 6 25,188 － 25,188

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
48 12 － 60 △60 －

計 18,170 7,072 6 25,249 △60 25,188

営業費用 15,786 5,644 36 21,467 1,011 22,478

営業利益 2,384 1,428 △30 3,782 △1,071 2,710

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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。
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