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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 35,126 9.2 3,080 △0.9 3,037 △17.2 1,248 40.0
21年3月期第2四半期 32,163 ― 3,110 ― 3,666 ― 891 ―

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

22年3月期第2四半期 4,885.55 4,862.46
21年3月期第2四半期 3,490.40 3,456.63

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

22年3月期第2四半期 69,393 48,728 63.1 171,489.36
21年3月期 52,611 39,538 66.4 136,736.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  43,818百万円 21年3月期  34,939百万円

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  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
22年3月期 ― 1,500.00
22年3月期 

（予想）
― 1,500.00 3,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 73,000 10.1 7,000 18.2 6,600 △1.0 2,600 21.1 10,175.33



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、５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、５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 
平成22年３月期(平成21年４月１日～平成22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。 

新規 1社 （社名 メビックス株式会社 ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 255,520株 21年3月期  255,520株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 255,520株 21年3月期第2四半期 255,520株



 当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）における我が国の経済は、急激な景気悪化から一部持ち直しの動きがあるもの

の、企業の設備投資の低迷と雇用情勢の悪化により、引き続き厳しい状況となりました。 

 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,BWA)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21年６月末で総計3,093万契約（総

務省公表値）となり、平成21年３月末から60万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,589万契約で、平成21年３

月末から87万契約増加した一方、DSLの契約数は1,084万契約で、平成21年３月末から35万契約減少し、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２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比9.2％増の35,126百万円（前年同期

は32,163百万円。以下カッコ同じ。）となりました。 

 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、当第２四半期連結累計期間にお

ける売上高は、前年同期比10.1％増の23,696百万円（21,516百万円）となり、売上高に占める割合は67.5％（66.9％）と

なりました。 

 ポータル事業については、平成20年５月より㈱ゲームポット、平成20年７月よりソネット・メディア・ネットワークス

㈱が新たに連結子会社となったこと、および連結子会社のソネット・エムスリー㈱の売上も伸びた結果、当第２四半期連

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7.5％増の11,387百万円（10,597百万円）となり、売上高に占

める割合は32.4％（32.9％）となりました。 

 営業利益は、前年同期比0.9％減の3,080百万円（3,110百万円）となりました。 

 接続事業の営業利益は、広告宣伝費を含む獲得費用が抑制されたこと等により、前年同期比10.0％増の2,609百万円

（2,371百万円）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㈱の売上の伸びに伴う利益の増加があったものの、市

況の影響から広告事業等が低調であったこと、また、モバイルを含むオンラインゲーム投資による費用先行の影響によ

り、前年同期比18.3％減の1,552百万円（1,899百万円）となりました。 

 また、消去又は全社費用は1,054百万円（1,096百万円）となりました。 

 経常利益は、前年同期比17.2％減の3,037百万円（3,666百万円）となりました。 

 これは主に、㈱ディー・エヌ・エーを持分法の適用から除外したことにより、持分法投資利益が減少したことによるも

のです。 

 四半期純利益は、前年同期比40.0％増の1,248百万円（891百万円）となりました。 

 これは主に、前年同期において計上した投資有価証券評価損（940百万円）の影響が無くなったことによるものです。 

  

  

当第２四半期連結累計期間                        （単位：百万円） 

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

平成22年３月期 平成21年３月期 
対前年同期増減率 

第２四半期（６ヶ月） 第２四半期（６ヶ月） 

 売上高  35,126  32,163 ＋9.2% 

   接続事業  23,696  21,516 ＋10.1% 

   ポータル事業  11,387  10,597 ＋7.5% 

   その他  42  49 △14.2% 

 営業利益  3,080  3,110 △0.9% 

   接続事業  2,609  2,371 ＋10.0% 

   ポータル事業  1,552  1,899 △18.3% 

   その他  △26  △64 － 

   消去又は全社  △1,054  △1,096 － 

 経常利益  3,037  3,666 △17.2% 

 四半期純利益  1,248  891 ＋40.0% 



  

当第２四半期連結会計期間                        （単位：百万円） 

  

  

 当第２四半期末の総資産は69,393百万円となり、前年度末と比べて16,782百万円増加しました。これは、主として

㈱ディー・エヌ・エーを持分法の適用から除外したことにより当該株式を時価評価したこと、及び、連結子会社のソ

ネット・エムスリー㈱がメビックス㈱を子会社化したことによるものです。 

 当第２四半期末の負債は20,665百万円となり、前年度末と比べて7,592百万円増加しました。これは、主としてデ

ィー・エヌ・エー株式を時価評価したこと等により、繰延税金負債が7,359百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、ディー・エヌ・エー株式を時価評価したことにより、その他有価証券評価差額金が増加した結果、前期

末比9,190百万円増の48,728百万円となり、自己資本比率は63.1％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1,636百万円の増加、投資活動において2,896百万

円の減少、財務活動において662百万円の減少となったことから、前年度末に比べて1,948百万円減少し、当第２四半

期末には12,919百万円となりました。 

  

（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、1,636百万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3,587百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額2,273百万円によるものです。 

  

（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、2,896百万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620百万円であり、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1,653百

万円、無形固定資産の取得による支出1,224百万円によるものです。 

  

（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、662百万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 

383百万円、少数株主への配当金の支払額387百万円によるものです。 

  

  

平成22年３月期の連結業績予想については、概ね予想通りに推移しているため、平成21年７月28日に公表した連結業

績予想から修正は行っていません。 

  

  
平成22年３月期 平成21年３月期 

対前年同期増減率 
第２四半期（３ヶ月） 第２四半期（３ヶ月） 

 売上高  18,058  16,893 ＋6.9% 

   接続事業  12,044  11,049 ＋9.0% 

   ポータル事業  5,981  5,825 ＋2.7% 

   その他  32  18 ＋76.4% 

 営業利益  1,718  1,962 △12.5% 

   接続事業  1,505  1,528 △1.5% 

   ポータル事業  707  1,001 △29.4% 

   その他  4  △15 － 

   消去又は全社  △499  △551 － 

 経常利益  1,556  2,152 △27.7% 

 四半期純利益  768  832 △7.7% 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

新規１社：メビックス株式会社 

メビックス株式会社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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してい

ますが、成果の確実性が認められるプロジェクトはないため、工事完成基準によっています。 

 これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,179 15,057

受取手形及び売掛金 13,017 11,637

商品及び製品 27 40

仕掛品 262 192

原材料及び貯蔵品 37 25

その他 2,194 1,733

貸倒引当金 △71 △62

流動資産合計 28,647 28,625

固定資産   

有形固定資産 1,499 1,536

無形固定資産   

のれん 8,345 7,616

ソフトウエア 2,552 2,503

その他 2,612 2,101

無形固定資産合計 13,510 12,221

投資その他の資産   

投資有価証券 23,890 8,695

その他 2,232 1,912

貸倒引当金 △387 △379

投資その他の資産合計 25,735 10,228

固定資産合計 40,746 23,986

資産合計 69,393 52,611

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,576 4,908

未払費用 2,058 2,363

未払法人税等 1,960 2,320

引当金 1,121 890

その他 981 1,161

流動負債合計 11,697 11,643

固定負債   

退職給付引当金 622 557

繰延税金負債 8,169 810

その他 175 62

固定負債合計 8,967 1,429

負債合計 20,665 13,073



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 15,335 18,119

株主資本合計 31,764 34,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,146 487

為替換算調整勘定 △92 △97

評価・換算差額等合計 12,054 389

新株予約権 90 80

少数株主持分 4,818 4,519

純資産合計 48,728 39,538

負債純資産合計 69,393 52,611



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 32,163 35,126

売上原価 18,980 21,949

売上総利益 13,183 13,176

販売費及び一般管理費 10,073 10,095

営業利益 3,110 3,080

営業外収益   

受取利息 37 14

受取配当金 17 10

持分法による投資利益 557 28

その他 51 18

営業外収益合計 663 71

営業外費用   

支払利息 15 4

為替差損 － 25

固定資産除却損 64 41

その他 26 43

営業外費用合計 106 114

経常利益 3,666 3,037

特別利益   

投資有価証券売却益 407 574

持分変動利益 50 87

その他 9 43

特別利益合計 467 705

特別損失   

投資有価証券評価損 940 －

減損損失 18 100

その他 387 54

特別損失合計 1,346 155

税金等調整前四半期純利益 2,788 3,587

法人税、住民税及び事業税 1,658 1,960

法人税等調整額 △210 △104

法人税等合計 1,447 1,856

少数株主利益 449 483

四半期純利益 891 1,248



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,893 18,058

売上原価 10,019 11,359

売上総利益 6,874 6,699

販売費及び一般管理費 4,911 4,981

営業利益 1,962 1,718

営業外収益   

受取利息 19 6

受取配当金 10 0

持分法による投資利益 185 －

その他 15 10

営業外収益合計 230 16

営業外費用   

支払利息 10 2

固定資産除却損 6 29

持分法による投資損失 － 90

その他 24 56

営業外費用合計 41 178

経常利益 2,152 1,556

特別利益   

投資有価証券売却益 407 570

その他 4 34

特別利益合計 411 604

特別損失   

投資有価証券評価損 214 －

減損損失 13 100

その他 194 29

特別損失合計 423 130

税金等調整前四半期純利益 2,141 2,030

法人税、住民税及び事業税 1,207 1,416

法人税等調整額 △119 △380

法人税等合計 1,088 1,036

少数株主利益 220 225

四半期純利益 832 768



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,587

減価償却費 1,022 977

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 △574

のれん償却額 345 411

引当金の増減額（△は減少） 223 319

受取利息及び受取配当金 △54 △24

支払利息 15 4

持分法による投資損益（△は益） △557 △28

売上債権の増減額（△は増加） △794 △388

仕入債務の増減額（△は減少） 176 279

その他 △736 △824

小計 2,961 3,740

利息及び配当金の受取額 218 174

利息の支払額 △15 △4

法人税等の支払額 △1,288 △2,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,875 1,636

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 △310

無形固定資産の取得による支出 △1,151 △1,224

投資有価証券の取得による支出 △108 △65

投資有価証券の売却による収入 476 620

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 △1,653

その他 △288 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,090 △2,896

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 －

子会社の株式発行による収入 － 211

配当金の支払額 △472 △383

少数株主への配当金の支払額 △336 △387

リース債務の返済による支出 △162 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー 28 △662

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,189 △1,948

現金及び現金同等物の期首残高 18,084 14,868

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 12,919



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
1,528 1,001 △15 2,514 △551 1,962 

  
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 
12,044 5,981 32 18,058 － 18,058 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 2 － 2 △2 － 

  計 12,044 5,983 32 18,061 △2 18,058 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
1,505 707 4 2,217 △499 1,718 

  
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 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
2,371 1,899 △64 4,206 △1,096 3,110

  
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 
23,696 11,387 42 35,126 － 35,126 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 2 － 3 △3 － 

  計 23,697 11,389 42 35,129 △3 35,126 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
2,609 1,552 △26 4,135 △1,054 3,080 



前第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）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

 当社の持分法適用関連会社であった株式会社ディー・エヌ・エーを、第１四半期連結会計期間末をもって持分

法適用会社から除外したため、利益剰余金が3,649百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末において利益剰

余金が15,335百万円となっています。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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