
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ソネットエンタテインメント株式会社 上場取引所 東 
コード番号 3789 URL http://www.so-net.ne.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉田 憲一郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役専務 （氏名） 十時 裕樹 TEL 03-5745-1500

四半期報告書提出予定日 平成21年2月10日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 49,091 ― 4,729 ― 5,472 ― 1,870 ―
20年3月期第3四半期 39,372 12.6 4,166 88.3 4,673 116.4 2,246 6.1

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3四半期 7,320.97 7,268.63
20年3月期第3四半期 8,791.18 8,705.80

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3四半期 50,433 38,841 68.4 135,092.68
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3四半期  34,518百万円 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  有   

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 66,000 22.2 6,000 3.3 6,800 1.3 2,100 △34.5 8,218.53

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  

(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20年５月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。 
３．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3四半期  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3四半期  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3四半期  255,520株 20年3月期第3四半期  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３四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な景気後退、金融危機、更には為替の急激な変動等の

影響により、景気の減速がますます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９月末で総計2,975万契約（総

務省公表値）となり、平成20年３月末から100万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,375万契約で、平成20

年３月末から160万契約増加した一方、DSLの契約数は1,196万契約で、平成20年３月末から74万契約減少し、引き続き

FTTHへのシフトが続いています。

　なお、当社のブロードバンド会員数は、前年同期末比17万人増の128万人となりました。

　このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比24.7％増の49,091百万円（前年

同期は39,372百万円。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、当第２四半期連結累計期間に

引続き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３四半期連結累計期間における売上高は、前年

同期比16.1％増の32,797百万円（28,253百万円）となり、売上高に占める割合は66.8％（71.8％）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月度よりソネット・メディア・

ネットワークス㈱（旧　㈱ＭＩ）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た結果、当第３四半

期連結累計期間におけるポータル事業の売上高は、前年同期比46.9％増の16,214百万円（11,039百万円）となり、売

上高に占める割合は33.0％（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79百万円（79百万円）

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13.5％増の4,729百万円（4,166百万円）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

1.5％増の3,802百万円（3,748百万円）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㈱における利益の増加等により、前年同期比

18.4％増の2,680百万円（2,264百万円）となりました。

　その他は、76百万円（12百万円）の営業損失となりました。

　また、消去又は全社費用は1,676百万円（1,833百万円）となりました。

　経常利益は、前年同期比17.1％増の5,472百万円（4,673百万円）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16.7％減の1,870百万円（2,246百万円）となりました。

　これは主に、投資有価証券売却益が1,906百万円、投資有価証券評価損が1,504百万円あったこと及び法人税等調整

額において特別損失に計上した投資有価証券評価損に係る繰延税金資産を計上しなかったことによるものです。

　なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から12月31日の３ヶ月間）における四半期純利益は、前年同

期比2.9％増の978百万円（950百万円）となりました。



　　　　　　　当第３四半期連結累計期間      　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
平成21年３月期

第３四半期（９ヶ月）

平成20年３月期

第３四半期（９ヶ月）

（ご参考）

対前年同期増減率

（ご参考）

　売上高 49,091 39,372 ＋24.7％　

　　　接続事業 32,797 28,253 ＋16.1％　

　　　ポータル事業 16,214 11,039 ＋46.9％　

　　　その他 79 79 △0.5％　

　営業利益 4,729 4,166 ＋13.5％　

　　　接続事業 3,802 3,748 ＋1.5％　

　　　ポータル事業 2,680 2,264 ＋18.4％　

　　　その他 △76 △12 －　

　　　消去又は全社 △1,676 △1,833 －　

　経常利益 5,472 4,673 ＋17.1％　

　四半期純利益 1,870 2,246 △16.7％　

　　　　　　　当第３四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
平成21年３月期

第３四半期（３ヶ月）

平成20年３月期

第３四半期（３ヶ月）

（ご参考）

対前年同期増減率

（ご参考）

　売上高 16,927 14,183 ＋19.4％　

　　　接続事業 11,280 10,130 ＋11.4％　

　　　ポータル事業 5,617 3,978 ＋41.2％　

　　　その他 30 73 △59.2％　

　営業利益 1,619 1,455 ＋11.2％　

　　　接続事業 1,430 1,363 ＋4.9％　

　　　ポータル事業 780 836 △6.7％　

　　　その他 △12 17 －　

　　　消去又は全社 △579 △761 －　

　経常利益 1,806 1,722 ＋4.9％　

　四半期純利益 978 950 ＋2.9％　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

連結財政状態

　当第３四半期末の総資産は50,433百万円となり、前年度末と比べて3,714百万円増加しました。これは、主として㈱

ゲームポット及びソネット・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6,941百万円増加したこ

と、受取手形及び売掛金が1,919百万円増加したこと、現金及び預金が4,861百万円減少したことによるものです。

　当第３四半期末の負債は11,591百万円となり、前年度末と比べて1,724百万円増加しました。これは、主として支払手

形及び買掛金が977百万円増加したこと、未払法人税等が740百万円増加したことによるものです。

　純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことにより、前期末比1,989百万円増の38,841百万円

となり、自己資本比率は68.4％となりました。

連結キャッシュ・フロー

　当第３四半期における現金及び現金同等物は、営業活動において3,514百万円の増加、投資活動において6,576百万円

の減少、財務活動において1,583百万円の減少となったことから、前年度末に比べて4,748百万円減少し、当第３四半期

末には13,281百万円となりました。

（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、3,514百万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5,275百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額2,191百万円によるものです。



（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、6,576百万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2,461百万円であり、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1,805百万円によるものです。

（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、1,583百万円の減少となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額

855百万円、少数株主への配当金の支払額336百万円、リース債務の返済による支出390百万円によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期連結累計期間において、新たに連結子会社が加わったこと等により、通期における売上高の予想を引き

上げています。

　一方、利益面につきましては、広告宣伝費を含む獲得費用の増加、連結子会社における先行投資による費用の増加、

不採算事業からの撤退による資産の除却及び保有する投資有価証券の減損等を反映させ、業績予想を下方修正していま

す。

　なお、平成20年５月13日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 65,200 6,600 7,700 3,500 13,697 56

今回修正予想（Ｂ） 66,000 6,000 6,800 2,100 8,218 53

増減額（Ｂ－Ａ） 800 △600 △900 △1,400 －  

増減率（％） 1.2 △9.1 △11.7 △40.0 －  

前期実績 54,006 5,807 6,713 3,208 12,555 13

 

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。これによる第３四半期連結累計期間の営業利益は20百万円増加、経常利益は13百万

円増加、税金等調整前四半期純利益は14百万円減少しています。



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３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 13,507 18,368

受取手形及び売掛金 11,447 9,528

商品 45 34

仕掛品 202 100

その他 1,566 1,727

貸倒引当金 △53 △53

流動資産合計 26,715 29,707

固定資産   

有形固定資産 1,447 1,072

無形固定資産   

のれん 7,848 907

ソフトウエア 2,776 1,741

その他 1,710 968

無形固定資産合計 12,336 3,618

投資その他の資産   

投資有価証券 8,224 11,192

その他 2,088 1,452

貸倒引当金 △379 △322

投資その他の資産合計 9,933 12,321

固定資産合計 23,717 17,012

資産合計 50,433 46,719

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,959 3,982

未払費用 1,920 2,189

未払法人税等 1,856 1,116

引当金 778 755

その他 943 1,078

流動負債合計 10,457 9,122

固定負債   

退職給付引当金 531 458

その他 602 286

固定負債合計 1,133 744

負債合計 11,591 9,867



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 17,842 16,849

株主資本合計 34,271 33,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 361 △226

為替換算調整勘定 △114 △21

評価・換算差額等合計 246 △248

新株予約権 76 53

少数株主持分 4,246 3,768

純資産合計 38,841 36,852

負債純資産合計 50,433 46,719



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 49,091

売上原価 29,381

売上総利益 19,710

販売費及び一般管理費 14,980

営業利益 4,729

営業外収益  

受取利息 55

受取配当金 25

持分法による投資利益 830

その他 46

営業外収益合計 958

営業外費用  

支払利息 21

固定資産除却損 141

その他 51

営業外費用合計 214

経常利益 5,472

特別利益  

投資有価証券売却益 1,906

持分変動利益 75

その他 9

特別利益合計 1,991

特別損失  

投資有価証券評価損 1,504

減損損失 18

その他 665

特別損失合計 2,188

税金等調整前四半期純利益 5,275

法人税、住民税及び事業税 2,857

法人税等調整額 △157

法人税等合計 2,700

少数株主利益 704

四半期純利益 1,870



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,927

売上原価 10,400

売上総利益 6,526

販売費及び一般管理費 4,907

営業利益 1,619

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 7

持分法による投資利益 273

その他 8

営業外収益合計 308

営業外費用  

支払利息 5

固定資産除却損 76

その他 39

営業外費用合計 121

経常利益 1,806

特別利益  

投資有価証券売却益 1,499

持分変動利益 24

特別利益合計 1,523

特別損失  

投資有価証券評価損 564

その他 278

特別損失合計 842

税金等調整前四半期純利益 2,487

法人税、住民税及び事業税 1,199

法人税等調整額 53

法人税等合計 1,252

少数株主利益 255

四半期純利益 978



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 5,275

減価償却費 1,535

投資有価証券評価損益（△は益） 1,504

投資有価証券売却損益（△は益） △1,906

のれん償却額 535

引当金の増減額（△は減少） 162

受取利息及び受取配当金 △81

支払利息 21

持分法による投資損益（△は益） △830

売上債権の増減額（△は増加） △956

仕入債務の増減額（△は減少） 429

その他 △205

小計 5,485

利息及び配当金の受取額 242

利息の支払額 △21

法人税等の支払額 △2,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,514

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 △429

無形固定資産の取得による支出 △1,805

投資有価証券の取得による支出 △119

投資有価証券の売却による収入 2,461

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 △909

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,576

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △855

少数株主への配当金の支払額 △336

リース債務の返済による支出 △390

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,748

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）

△55

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,281



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 11,280 5,617 30 16,927 － 16,927

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
0 2 － 3 △3 －

 計 11,281 5,619 30 16,931 △3 16,927

 営業利益 1,430 780 △12 2,199 △579 1,619

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 32,797 16,214 79 49,091 － 49,091

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
6 14 － 20 △20 －

 計 32,803 16,229 79 49,112 △20 49,091

 営業利益 3,802 2,680 △76 6,406 △1,676 4,729

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 39,372

Ⅱ　売上原価 22,458

売上総利益 16,913

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,747

営業利益 4,166

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 85

受取配当金 0

持分法による投資利益 486

受取和解金 4

その他 13

営業外収益合計 591

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 4

固定資産売却損 8

固定資産除却損 56

リース中途解約金 2

その他 12

営業外費用合計 83

経常利益 4,673



科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅵ　特別利益  

投資有価証券売却益 52

貸倒引当金戻入益 41

持分変動益 146

特別利益合計 239

Ⅶ　特別損失  

持分変動損 10

退職給付費用 76

固定資産臨時償却 82

合弁事業整理損 77

その他 36

特別損失合計 284

税金等調整前四半期純利益 4,629

税金費用 1,782

少数株主利益 601

四半期純利益 2,246



（２）（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20年３月期
第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,629

減価償却費 872

固定資産臨時償却費 82

のれん償却額 108

持分変動益 △146

持分変動損 10

持分法による投資利益 △486

投資有価証券評価損 0

投資有価証券売却益 △52

賞与引当金の減少額 △210

貸倒引当金の減少額 △18

その他引当金の増加額 406

受取利息及び受取配当金 △85

支払利息 4

固定資産除却損 56

売上債権の増加額 △3,645

たな卸資産の減少額 42

その他流動資産の増加額 △407

仕入債務の増加額 93

未払費用の減少額 △262

その他流動負債の減少額 △98

その他 87

小計 980

利息及び配当金の受取額 133

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △1,836

営業活動によるキャッシュ・フロー △727



 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

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 △16

定期預金の払戻による収入 6,011

投資有価証券の取得による支出 △1,902

投資有価証券の売却による収入 54

有形固定資産の取得による支出 △707

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △605

敷金・保証金の差入による支出 △137

敷金・保証金の返還による収入 3

長期前払費用の増加による支出 △2

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 55

投資事業組合からの分配による収
入

24

その他 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,881

  

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △869

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 △844

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 97

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,407

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四半期末残高 14,973



（３）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20年３月期第３四半期）

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 28,253 11,039 79 39,372 － 39,372

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
71 17 － 89 △89 －

計 28,324 11,056 79 39,461 △89 39,372

営業費用 24,576 8,792 92 33,461 1,744 35,205

営業利益 3,748 2,264 △12 5,999 △1,833 4,166

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

　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〕

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

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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