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

22年3月期第3四半期 54,153 10.3 4,821 1.9 4,596 △16.0 1,874 0.2
21年3月期第3四半期 49,091 ― 4,729 ― 5,472 ― 1,870 ―

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3四半期 7,335.15 7,282.26
21年3月期第3四半期 7,320.97 7,268.63

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3四半期 92,293 62,615 62.2 224,562.03
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3四半期  57,380百万円 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） 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 255,520株 21年3月期第3四半期 255,520株



 当第３四半期連結累計期間（９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９月末で総計3,132

万契約（総務省公表値）となり、平成21年３月末から99万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,652万契約

で、平成21年３月末から150万契約増加した一方、DSLの契約数は1,051万契約で、平成21年３月末から68万契約減少

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３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比10.3％増の54,153百万円（前年

同期は49,091百万円。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３四半期連結累計期間

における売上高は、前年同期比10.2％増の36,144百万円（32,797百万円）となり、売上高に占める割合は66.7％

（66.8％）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エムスリー㈱の売上も伸びた結果、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10.3％増の17,885百万円（16,214百万円）となり、売上高に

占める割合は33.0％（33.0％）となりました。 

 営業利益は、前年同期比1.9％増の4,821百万円（4,729百万円）となりました。 

 接続事業の営業利益は、ブロードバンド新規会員獲得が堅調に推移したことに伴う課金収入の増加、広告宣伝費の

減少等により、前年同期比4.6％増の3,976百万円（3,802百万円）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4.8％減の2,551百万円（2,680百万円）となりました。 

 また、消去又は全社費用は1,725百万円（1,676百万円）となりました。 

 経常利益は、前年同期比16.0％減の4,596百万円（5,472百万円）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0.2％増の1,874百万円（1,870百万円）となり昨年とほぼ同水準の結果となりまし

た。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、株式会社USENが提供しているインターネットサービスプロバイダー

事業を譲受ける事業譲渡契約を締結いたしました。当該事業譲受については、平成22年２月１日を予定しています。

  

  

当第３四半期連結累計期間                        （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３四半期（９ヶ月） 第３四半期（９ヶ月） 

 売上高  54,153  49,091 ＋10.3% 

   接続事業  36,144  32,797 ＋10.2% 

   ポータル事業  17,885  16,214 ＋10.3% 

   その他  124  79 ＋56.2% 

 営業利益  4,821  4,729 ＋1.9% 

   接続事業  3,976  3,802 ＋4.6% 

   ポータル事業  2,551  2,680 △4.8% 

   その他  18  △76 － 

   消去又は全社  △1,725  △1,676 － 

 経常利益  4,596  5,472 △16.0% 

 四半期純利益  1,874  1,870 ＋0.2% 
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当第３四半期連結会計期間                        （単位：百万円） 

  

  

 当第３四半期末の総資産は92,293百万円となり、前年度末と比べて39,682百万円増加しました。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で当該株式を時価評価したこと等により、投資有価証券が

37,227百万円増加したことによるものです。 

 当第３四半期末の負債は29,677百万円となり、前年度末と比べて16,604百万円増加しました。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16,334百万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23,077百万円増の62,615百万円となり、自己資本比率は62.2％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2,110百万円の収入、投資活動において3,784百万

円の支出、財務活動において1,077百万円の支出となったことから、前年度末に比べて2,678百万円減少し、当第３四

半期末には12,190百万円となりました。 

  

（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、2,110百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半

期純利益5,791百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額3,995百万円によるものです。 

  

（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、3,784百万円の支出となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売

却による収入1,640百万円であり、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1,934百万円によるものです。 

  

（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、1,077百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額 

766百万円、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３四半期（３ヶ月） 第３四半期（３ヶ月） 

 売上高  19,027  16,927 ＋12.4% 

   接続事業  12,447  11,280 ＋10.3% 

   ポータル事業  6,498  5,617 ＋15.7% 

   その他  81  30 ＋172.0% 

 営業利益  1,740  1,619 ＋7.5% 

   接続事業  1,367  1,430 △4.4% 

   ポータル事業  999  780 ＋28.0% 

   その他  44  △12 － 

   消去又は全社  △670  △579 － 

 経常利益  1,558  1,806 △13.7% 

 四半期純利益  625  978 △36.1% 

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
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新規１社：メビックス株式会社 

当社の子会社であるエムスリー株式会社が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３四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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,477 15,057

受取手形及び売掛金 13,783 11,637

商品及び製品 36 40

仕掛品 226 192

原材料及び貯蔵品 84 25

その他 2,273 1,733

貸倒引当金 △68 △62

流動資産合計 28,813 28,625

固定資産   

有形固定資産 1,405 1,536

無形固定資産   

のれん 8,358 7,616

ソフトウエア 3,058 2,503

その他 2,378 2,101

無形固定資産合計 13,794 12,221

投資その他の資産   

投資有価証券 45,922 8,695

その他 2,745 1,912

貸倒引当金 △388 △379

投資その他の資産合計 48,279 10,228

固定資産合計 63,479 23,986

資産合計 92,293 52,611

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,625 4,908

未払費用 2,262 2,363

未払法人税等 1,572 2,320

引当金 1,108 890

その他 1,140 1,161

流動負債合計 11,708 11,643

固定負債   

退職給付引当金 650 557

繰延税金負債 17,144 810

その他 173 62

固定負債合計 17,969 1,429

負債合計 29,677 13,073
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 15,577 18,119

株主資本合計 32,007 34,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,457 487

為替換算調整勘定 △84 △97

評価・換算差額等合計 25,372 389

新株予約権 127 80

少数株主持分 5,107 4,519

純資産合計 62,615 39,538

負債純資産合計 92,293 52,611
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 49,091 54,153

売上原価 29,381 33,836

売上総利益 19,710 20,317

販売費及び一般管理費 14,980 15,495

営業利益 4,729 4,821

営業外収益   

受取利息 55 20

受取配当金 25 18

持分法による投資利益 830 －

その他 46 30

営業外収益合計 958 70

営業外費用   

支払利息 21 5

固定資産除却損 141 －

持分法による投資損失 － 178

その他 51 111

営業外費用合計 214 295

経常利益 5,472 4,596

特別利益   

投資有価証券売却益 1,906 1,625

持分変動利益 75 168

その他 9 48

特別利益合計 1,991 1,841

特別損失   

投資有価証券評価損 1,504 0

減損損失 18 314

持分法による投資損失 － 145

その他 665 186

特別損失合計 2,188 647

税金等調整前四半期純利益 5,275 5,791

法人税、住民税及び事業税 2,857 3,294

法人税等調整額 △157 △144

法人税等合計 2,700 3,150

少数株主利益 704 767

四半期純利益 1,870 1,874
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,927 19,027

売上原価 10,400 11,886

売上総利益 6,526 7,140

販売費及び一般管理費 4,907 5,399

営業利益 1,619 1,740

営業外収益   

受取利息 18 6

受取配当金 7 8

為替差益 － 7

持分法による投資利益 273 －

その他 8 12

営業外収益合計 308 35

営業外費用   

支払利息 5 0

固定資産除却損 76 －

持分法による投資損失 － 207

その他 39 8

営業外費用合計 121 216

経常利益 1,806 1,558

特別利益   

投資有価証券売却益 1,499 1,051

持分変動利益 24 80

その他 － 4

特別利益合計 1,523 1,136

特別損失   

投資有価証券評価損 564 0

減損損失 － 214

持分法による投資損失 － 145

その他 278 132

特別損失合計 842 491

税金等調整前四半期純利益 2,487 2,203

法人税、住民税及び事業税 1,199 1,333

法人税等調整額 53 △39

法人税等合計 1,252 1,293

少数株主利益 255 284

四半期純利益 978 625
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 5,791

減価償却費 1,535 1,485

減損損失 － 314

投資有価証券評価損益（△は益） 1,504 0

投資有価証券売却損益（△は益） △1,906 △1,625

のれん償却額 535 638

引当金の増減額（△は減少） 162 328

受取利息及び受取配当金 △81 △39

支払利息 21 5

持分法による投資損益（△は益） △830 323

売上債権の増減額（△は増加） △956 △1,143

仕入債務の増減額（△は減少） 429 325

その他 △205 △479

小計 5,485 5,924

利息及び配当金の受取額 242 187

利息の支払額 △21 △5

法人税等の支払額 △2,191 △3,995

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,514 2,110

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 △338

無形固定資産の取得による支出 △1,805 △1,934

投資有価証券の取得による支出 △119 △165

投資有価証券の売却による収入 2,461 1,640

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 △909 △1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,576 △3,784

財務活動によるキャッシュ・フロー   

子会社の株式発行による収入 － 211

配当金の支払額 △855 △766

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 △390 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,583 △1,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,748 △2,678

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）

△55 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,281 12,190
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
11,280 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 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
1,430 780 △12 2,199 △579 1,619 

  
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 
12,447 6,498 81 19,027 － 19,027 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 0 － 0 △0 － 

  計 12,447 6,499 81 19,028 △0 19,027 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
1,367 999 44 2,410 △670 1,740 

  
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 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
3,802 2,680 △76 6,406 △1,676 4,729

  
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 
36,144 17,885 124 54,153 － 54,153 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 3 － 4 △4 － 

  計 36,144 17,888 124 54,157   △4 54,153 

 
営業利益又は営業損

失（△） 
3,976 2,551 18 6,546 △1,725 4,821 
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前第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）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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３四半期連結累計期間末において利益剰

余金が15,577百万円となっています。 

  

〔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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