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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 75,653 14.1 6,626 11.9 6,232 △6.5 3,189 48.5
21年3月期 66,312 22.8 5,922 2.0 6,667 △0.7 2,147 △33.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 12,481.90 12,396.67 6.6 7.9 8.8
21年3月期 8,405.76 8,333.53 6.3 13.4 8.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △287百万円 21年3月期  888百万円

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 104,603 67,337 58.9 241,305.75
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  61,658百万円 21年3月期  34,939百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,256 518 △1,097 18,535
21年3月期 6,062 △7,540 △1,594 14,868

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 766 35.7 2.3
22年3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 766 24.0 1.6
23年3月期 

（予想） ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 21.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

43,500 23.8 2,700 △12.4 2,500 △17.7 900 △27.9 3,522.23

通期 90,000 19.0 7,200 8.7 6,800 9.1 3,500 9.7 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、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 255,520株 21年3月期 255,520株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 55,616 10.3 2,420 △5.7 2,962 0.1 4,492 222.9
21年3月期 50,417 11.7 2,567 16.6 2,959 33.7 1,391 4.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 17,580.39 17,563.89
21年3月期 5,445.32 5,442.42

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 90,806 58,963 64.8 230,380.00
21年3月期 36,182 27,184 74.9 106,126.85

（参考） 自己資本 22年3月期  58,866百万円 21年3月期  27,117百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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ありますが、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ください。 
なお、業績予想の前提となる要因については「１．経営成績 （1）経営成績の分析」をご覧ください。 



（1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績）   

 当期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12月末で総計3,171

万契約（総務省公表値）となり、平成21年３月末から138万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,720万契約

で、平成21年３月末から218万契約増加した一方、DSLの契約数は1,013万契約で、平成21年３月末から105万契約減少

し、引き続きFTTHへのシフトが続いています。 

 一方、当社のブロードバンド会員数は、FTTHを中心とした会員獲得が好調に推移すると共に、平成22年２月より㈱

USENのインターネットサービスプロバイダー事業を譲り受けたことから、前年同期比28％増の170万人となり、大幅

に会員数を伸ばす結果となりました。（前年同期末比37万人増） 

  

 このような中、当期における当社グループの売上高は、前年同期比14.1％増の75,653百万円（前年同期は66,312百

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こと及び平成22年２月より㈱USEN

からインターネットサービスプロバイダー事業を譲り受けたことから、当期における売上高は、前年同期比14.3％増

の50,637百万円（44,297百万円）となり、売上高に占める割合は66.9％（66.8％）となりました。 

 ポータル事業については、不採算サービスの整理を進めてきたものの、平成20年５月より㈱ゲームポットが新たに

連結子会社となったこと及び連結子会社のエムスリー㈱の売上も伸びた結果、当期におけるポータル事業の売上高

は、前年同期比13.3％増の24,827百万円（21,912百万円）となり、売上高に占める割合は32.8％（33.0％）となりま

した。 

  

 営業利益は、前年同期比11.9％増の6,626百万円（5,922百万円）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8.0％増の5,087百万円（4,710百万円）となりました。 

 ポータル事業の営業利益は、市況の影響から広告事業等が低調であったものの、連結子会社のエムスリー㈱におけ

る利益の増加等により、前年同期比10.1％増の3,851百万円（3,498百万円）となりました。 

 また、消去又は全社費用は2,356百万円（2,200百万円）となりました。 

 経常利益は、前年同期比6.5％減の6,232百万円（6,667百万円）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。 

  

 当期純利益は、前年同期比48.5％増の3,189百万円（2,147百万円）となりました。 

 これは、関係会社ののれん等を一部減損処理したものの、投資有価証券を一部売却したことにより7,577百万円の

投資有価証券売却益を計上したことによるものです。  

１．経営成績



平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31日）           （単位：百万円） 

  

（次期の見通し）  

 当社の平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23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。 

 なお、当社は、従来の事業の種類別セグメントにおける事業区分を「接続事業」「ポータル事業」「その他」と区

分していましたが、平成23年３月期より、これを「ネットワーク事業」「メディア・エンタテインメント事業」の区

分に変更いたします。 

 この変更により、従来の「接続事業」と「ポータル事業」に含めていたソリューションサービス等を合わせて「ネ

ットワーク事業」とし、従来の「ポータル事業」と「その他」をエムスリー㈱及びオンラインゲーム等を統合した

「メディア・エンタテインメント事業」と区分いたします。 

■ネットワーク事業は、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他、㈱USENから移管された

会員からの課金収入が通期で売上に寄与するものと見込んでいます。 

■メディア・エンタテインメント事業は、子会社のエムスリー㈱の売上増加が見込まれる他、今後中核事業へと育成

していくオンラインゲームによる売上増を見込んでいます。 

■営業利益は、ネットワーク事業において会員獲得費用が先行することにより営業費用の増加を見込んでいますが、

メディア・エンタテインメント事業における売上増に伴う利益の増加を見込んでいることから、全体として増益を

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。 

(2）財政状態に関する分析 

連結財政状態 

 当期末の総資産は104,603百万円となり、前期末と比べて51,992百万円増加しました。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等による投資有価証券の増加

41,722百万円、接続事業における売上増加に伴う売掛金の増加4,468百万円及び投資有価証券の売却収入等に伴う現

金及び預金の増加3,776百万円によるものです。 

 当期末の負債は37,266百万円となり、前期末と比べて24,193百万円増加しました。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18,194百万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27,799百万円増の67,337百万円となり、

自己資本比率は58.9％となりました。 

  
平成22年３月期 平成21年３月期 

対前年同期増減率 
（当期）    

 売上高  75,653  66,312 ＋14.1% 

   接続事業  50,637  44,297 ＋14.3% 

   ポータル事業  24,827  21,912 ＋13.3% 

   その他  188  102 ＋84.4% 

 営業利益  6,626  5,922 ＋11.9% 

   接続事業  5,087  4,710 ＋8.0% 

   ポータル事業  3,851  3,498 ＋10.1% 

   その他  43  △85 － 

   消去又は全社  △2,356  △2,200 － 

 経常利益  6,232  6,667 △6.5% 

 当期純利益  3,189  2,147 ＋48.5% 



連結キャッシュ・フロー 

 当期における現金及び現金同等物は、営業活動において4,256百万円の収入、投資活動において518百万円の収入、

財務活動において1,097百万円の支出となったことから、前期末に比べて3,687百万円増加し、当期末には18,535百万

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、4,256百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期

純利益10,492百万円、減損損失2,912百万円、減価償却費1,994百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券売

却益7,577百万円、法人税等の支払額4,000百万円によるものです。 

  

（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、518百万円の収入となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却

による収入7,623百万円であり、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2,393百万円、事業譲受による支出1,888百万円によるものです。 

（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、1,097百万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。 

キャッシュフロー・関連指標の推移 

  （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／純資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

      1 キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債がないため記載していません。 

      2 インタレスト・カバレッジ・レシオについては、有利子負債に関する利払いがないため記載していませ

ん。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

 当社は、企業価値の 大化のため将来の事業拡大に必要不可欠な財務基盤の強化と投資のための内部留保を確保し

つつ、毎期のキャッシュ・フローを勘案したうえで、株主の皆様に対して配当等の利益を還元することを基本方針と

してまいります。 

 配当性向につきましては、連結業績を基本として考えることとし、目標配当性向は、３．経営方針(2)に記載のと

おり、連結当期純利益の20％から30％を目安といたします。 

 当期は、中間配当金として1,500円、期末配当金として1,500円といたします。 

 この結果、１株当たり年間配当金は3,000円となります。配当性向は、24.0％です。 

  次期は、当期の配当額を基礎として、中間、期末の各１株当たり配当金額を1,500円、年間配当金額は3,000円を見

込んでいます。次期の業績見通しに基づく予想配当性向は21.9％となります。 

  

  

 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  66.4  58.9

時価ベースの自己資本比率（％）  90.2  56.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －



 当社の事業セグメントは、個人向けのブロードバンド接続サービスの提供を行っている「接続事業」、オンライン

ゲームの運営、広告ソリューションの提供、法人向けのネットワークやハウジング、課金・認証機能等を提供するソ

リューションサービス、医療従事者向けポータルサイトの運営等を行っている「ポータル事業」の２つで構成されて

おります。 

  

 当期においては、IT活用による大規模臨床研究支援事業を行うメビックス㈱を、当社連結子会社のエムスリー㈱に

よる公開買付けの結果、平成21年４月に連結子会社といたしました。また、携帯電話向けポータルサイトの提供等を

行う㈱ディー・エヌ・エーは、当社から派遣していた取締役が平成21年６月に退任したことにより、第１四半期末を

もって持分法適用関連会社から除外いたしました。なお、持分法適用関連会社の㈲ADSグローバルパートナーズは、平

成22年３月に清算結了いたしております。 

  

 当社グループは、平成22年３月31日現在、当社並びに連結子会社が20社、持分法適用の非連結子会社及び関連会社

が９社の計30社で構成されております。 

  

 当社には、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株会社であるソ

ニー㈱が45.6％を、ソニー㈱の100％子会社であり、金融等の事業を営む㈱ソニーファイナンスインターナショナルが

12.6％をそれぞれ出資しています。 

 当社グループのうち主要な子会社並びに関連会社の事業概要及び議決権の所有割合は次の通りです。 

  

  

２．企業集団の状況

会社名 事業概要
議決権の
所有割合 

So-net Entertainment Taiwan Ltd. 
台湾におけるSo-netブランドでのブロードバンドインター

ネット関連サービスの提供および企画運営 
％ 62.4

㈱ゲームポット 

オンラインゲームを軸とする、コミュニティ・モバイル等

のコンテンツを融合させた総合エンタテインメントサービ

スの提供 

％ 100.0

ソネット・メディア・ネットワークス㈱ 
アドネットワーク事業を中心としたインターネット広告ソ

リューションの提供 
％ 100.0

エムスリー㈱ 

 インターネットを利用した医療機関サービスの提供 

 国内 大級の医療従事者向けポータル「m3.com」の企画・ 

 運営 

％ 56.5

M3 USA Corp. 
米国におけるインターネットを利用した製薬会社等の営

業・マーケティング支援事業 

％ 

（ ％）

100.0

100.0

メビックス㈱ IT活用による大規模臨床研究支援 
％ 

（ ％）

100.0

100.0

モーションポートレート㈱ 
静止画から自動的にアニメーションを生成する

「MotionPortrait」技術によるサービスの企画・運営 

％ 

（ ％） 

100.0

100.0

ソネットキャピタルパートナーズ㈱ ベンチャー企業に対する投資・育成支援  ％ 100.0

ソネットキャピタルパートナーズＡ投資事

業有限責任組合 
ベンチャー企業に対する投資 

％ 

（ ％） 

100.0

0.0

㈱ゼータ・ブリッジ 
携帯電話向けサービスの企画・運営 

画像認識システムの提供 
％ 33.9

㈱アクトビラ 

対応テレビをブロードバンド回線につなぐだけで、映画、

ドラマ、アニメなどをいつでも好きなときに視聴できるサ

ービス「アクトビラ」を提供 

％ 25.0

㈱エニグモ 
ショッピングコミュニティ「BuyMa」を中心としたサービ

スの企画・開発・運営 

％  

（ ％）

32.2

32.2

クウジット㈱ 
Wi-Fi電波で位置を推定する「PlaceEngine」技術による事

業の企画・運営 

 ％ 

（ ％）

28.7

28.7



  

 （注）１．議決権の所有割合の（ ）は、間接所有割合で内数です。 

２．㈱ゲームポットは平成20年７月に札証アンビシャスを上場廃止となっています。 

３. エムスリー㈱は、東証一部に上場しています。 

４. メビックス㈱は平成21年８月に東証マザーズを上場廃止となっています。 

５. ㈱エニグモについては、普通株式のほか、議決権のない種類株式800,000株を保有しています。 

  

事業の系統図は、次のとおりです。 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、平成８年１月に「So-net」の名称でインターネット接続サービスを開始以来、快適な通信環境を提供し、

ユニークで魅力あるコンテンツを多数提供する等、新しいスタイルのネットワークサービスの提供に取り組んでまい

りました。 

 今後もこうした取り組みのもと、ネットワークを通じたエンタテインメントサービスを創造し、「楽しさ」を提供

し続けることを基本方針としてまいります。 

事業別セグメントとしましては、売上の７割を占める個人向けのブロードバンド接続サービス及び法人向けにネッ

トワークやハウジング、課金・認証機能等を提供するソリューションサービスを行っている「ネットワーク事業」、

オンラインゲームの運営、広告ソリューションの提供、医療従事者向けポータルサイトの運営等の事業を行っている

「メディア・エンタテインメント事業」の２つで構成されております。 

 また、「コーポレートミッション」として次の４項目を掲げております。 

「挑」：スピードと行動を重視し、変化を恐れず、新しい「挑戦」を行う。お客さまが喜び、満足していただける  

      サービスを心がける。 

「創」：安心と親しみやすさを与えるサービスを通して、新しい価値とライフスタイルを「創造」し続ける。 

「楽」：ネットワークを全ての人々に身近なものにし、それを通じて「楽しさ」、便利さ、豊かさを提供する。 

「夢」：「So-net」に関わった全ての人が、その関係を通じて喜びと誇りを感じ、それぞれの「夢」を実現する。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、平成22年度を初年度とした中期経営計画（平成22年～平成24年）において、以下の項目を経営指標として

掲げております。 

  

 ※1 平成21年度実績は19-21年度、平成24年度目標は22-24年度のそれぞれ３年間のCAGR 

 ※2 ROIC=(営業利益×(1－実効税率))÷投下資本((有形・無形固定資産)＋投資有価証券(取得価額)＋運転資本) 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、中期経営計画において「ネットワーク×エンタテインメントの追求」をビジョンとして掲げており、ネッ

トワークにつながる環境とつながった後の楽しみを提供するリーディングカンパニーを目指してまいります。 

 ネットワーク事業セグメントにおいては、「接続サービス」を今後も中核事業と位置付け、市場ポジションの確立

を目指してまいります。また、「ソリューションサービス」においては、「接続サービス」の強みを活用した事業ド

メインと位置付け、収益の増大を目指してまいります。 

 メディア・エンタテインメント事業セグメントにおいては、「オンラインゲーム」を中核へと育成する事業と明確

に位置付け、規模拡大を重視した事業展開により、成長を加速させてまいります。また、「広告」においては、「接

続サービス」「オンラインゲーム」の資産を活用することで、収益力の強化を図ってまいります。なお、エムスリー

㈱においては、独立経営による持続的な高成長を志向し、グループ企業価値に貢献する重要な事業ポートフォリオと

位置付けてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は、各事業セグメントにおける課題について、次のような施策を実施してまいります。 

  

① ネットワーク事業について 

 当社の中核事業である「接続サービス」においては、これまで拡大を続けてきたFTTHを中心としたブロードバンド

市場が、今後は徐々に成熟化する傾向にあります。その一方で、TVをはじめとする家電機器がインターネットに繋が

ることが一般化してきており、接続サービスの重要性がより高まると認識しております。また、HD動画配信やオンラ

インゲームなどのコンテンツサービスの増加に伴い、ネットワークのトラフィックが急増してきております。 

このような環境のもと、会員獲得のための 適な販路施策を構築していくとともに、TVをはじめとするネット家電

３．経営方針

  平成24年度目標 平成21年度実績 

 連結売上高 億円1,000 億円756

 連結営業利益 億円120  億円66

 売上高成長率（CAGR）※1 ％10 16.3％

 営業利益率 ％12 ％8.8

 ROIC（投下資本利益率）※2 33％ 19.0％

 配当性向 ～ ％20 30 ％24.0



との連携を推進し、インターネットにつながる環境のサポートを強化していくことで、ブロードバンド接続会員の

拡大を図ってまいります。また、高速無線ネットワークであるWiMAXや3.9世代の移動通信方式LTE等のモバイルブロ

ードバンド技術の発展に伴い、今後利用拡大が見込まれるモバイルサービスにも積極的に取り組んでまいります。加

えて、トラフィックの急増に備えるための帯域確保や、ビジネス拡大に伴うオペレーションの人為的ミスを防ぐため

のシステム開発等、バックヤード機能の強化も図ってまいります。 

「ソリューションサービス」においては、「接続サービス」の事業運営の基盤であるネットワーク、ハウジング、

課金・認証システムなどを中心としたサービスを法人向けに提供することで、収益の増大を目指してまいります。 

  

② メディア・エンタテインメント事業について 

中核へと育成する「オンラインゲーム」においては、海外市場を中心に今後も成長が見込まれております。また国

内市場においても、近年成長著しいSNS等の会員基盤を活用したソーシャルゲームの台頭やモバイルオンラインゲー

ムの出現などにより、さらなる市場の成長が見込まれております。 

 このような市場環境のもと、各コンテンツのアップデートやサービス向上などにより、さらなる顧客満足度の向上

を図り、安定した収益基盤を確保してまいります。また、他社からのライセンスタイトルに加え、自社で開発したタ

イトルの運営を増加させることで、安定した運営タイトルの確保とさらなる収益基盤の強化を図り、海外市場への事

業展開も加速してまいります。 

 「広告」においては、当社のポータルサイト、メディアとしてのオンラインゲーム、グループ会社のメディア等を

大限活用するとともに、複数の広告掲載媒体をネットワーク化して広告主に提供するアドネットワークビジネスに

注力してまいります。 

  

③ 海外展開について 

 当社では海外への事業展開を中長期的な成長の機会と位置付けております。ネットワーク事業における台湾、メデ

ィア・エンタテインメント事業における米国といった海外拠点を中心に事業の拡大を図るため、人材の確保・育成、

投資、アライアンス等を推進してまいります。 

  

④ 投融資について 

 当社では、FTTHを中心としたネットワーク事業における会員の獲得やメディア・エンタテインメント事業における

オンラインゲームの強化を図っていくことが課題であると考えております。このため、当社の成長の加速、業容の拡

大に寄与すると判断した企業に対しては、採算性、投資結果に対する責任を明確にしながら、出資やM&A、アライア

ンス等を積極的に進めていく方針です。また、接続サービスの事業拡大に必要なバックヤード機能強化のための投資

に関しても、計画的に行ってまいります。 

 さらに、内部統制システムやコンプライアンス体制、個人情報保護に代表される情報セキュリティの強化のために

必要とされる投資に関しても、継続して行ってまいります。 

  

⑤ 個人情報保護について  

 平成17年４月１日の個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の全面施行以降、個人情報の保護に関して

は、積極的に取り組んでおり、社内に専門の独立した組織及び「セキュリティ委員会」を設置し、業務上個人情報の

取得や利用を行う場合の審査体制を整えてきました。また、当社では同組織を中心に平成11年11月、業界で初めて個

人情報保護に関する審査を通過し「プライバシーマーク」（財団法人日本情報処理開発協会認定）を取得、また平成

14年10月には、ユーザー対策、セキュリティ対策が一定基準以上であることを示す「安全・安心マーク」（インター

ネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会認定）の認定も取得いたしました。加えて、当社における情報管理

の一環として、平成15年６月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を構築し、国際標準規格である

「ISO/IEC27001:2005」の認証を取得する等、個人情報及び情報資産に関する保護、管理について十分な体制作りに

努めております。 

  

⑥ 企業の社会的責任について 

 インターネットは、今や社会の重要なインフラとなっておりますが、その反面、公序良俗に反した違法サイトの増

加やオンラインゲーム依存症などといった社会的問題を引き起こす一因ともなっております。当社は、こうした課題

の解決に積極的に取り組み、企業としての社会的責任を果たしてまいります。また、環境保護活動やインターネット

を通じた災害発生時の支援のための募金活動等にも取り組んでまいります。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,057 18,833

受取手形及び売掛金 11,637 16,105

商品及び製品 40 41

仕掛品 192 121

原材料及び貯蔵品 25 27

繰延税金資産 709 1,119

その他 1,023 1,378

貸倒引当金 △62 △95

流動資産合計 28,625 37,531

固定資産   

有形固定資産   

建物 402 405

減価償却累計額 △135 △138

建物（純額） 267 266

器具・備品 2,868 3,250

減価償却累計額 △1,787 △2,264

器具・備品（純額） 1,081 986

リース資産 819 176

減価償却累計額 △670 △155

リース資産（純額） 149 21

建設仮勘定 38 77

有形固定資産合計 1,536 1,351

無形固定資産   

のれん 7,616 8,330

ソフトウエア 2,503 2,779

リース資産 19 6

その他 2,082 2,479

無形固定資産合計 12,221 13,597

投資その他の資産   

投資有価証券 8,695 50,417

長期貸付金 437 345

繰延税金資産 442 385

その他 1,031 1,129

貸倒引当金 △379 △154

投資その他の資産合計 10,228 52,123

固定資産合計 23,986 67,072

資産合計 52,611 104,603



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,908 6,958

未払費用 2,363 2,599

リース債務 158 27

未払法人税等 2,320 4,904

賞与引当金 258 447

ポイント引当金 392 468

入会促進引当金 226 516

その他の引当金 12 26

その他 1,003 1,513

流動負債合計 11,643 17,463

固定負債   

退職給付引当金 557 685

リース債務 28 3

繰延税金負債 810 19,004

その他 34 108

固定負債合計 1,429 19,802

負債合計 13,073 37,266

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 18,119 16,922

株主資本合計 34,549 33,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 487 28,382

為替換算調整勘定 △97 △76

評価・換算差額等合計 389 28,306

新株予約権 80 135

少数株主持分 4,519 5,543

純資産合計 39,538 67,337

負債純資産合計 52,611 104,603



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 66,312 75,653

売上原価 40,043 47,497

売上総利益 26,268 28,155

販売費及び一般管理費 20,346 21,529

営業利益 5,922 6,626

営業外収益   

受取利息 67 29

受取配当金 30 23

持分法による投資利益 888 －

その他 75 48

営業外収益合計 1,061 101

営業外費用   

支払利息 23 5

固定資産除却損 243 96

持分法による投資損失 － 287

その他 49 105

営業外費用合計 316 495

経常利益 6,667 6,232

特別利益   

投資有価証券売却益 1,967 7,577

その他 97 508

特別利益合計 2,065 8,085

特別損失   

投資有価証券評価損 1,521 －

固定資産除却損 402 －

減損損失 70 2,912

その他 335 913

特別損失合計 2,330 3,826

税金等調整前当期純利益 6,402 10,492

法人税、住民税及び事業税 3,471 6,577

法人税等調整額 △148 △514

法人税等合計 3,322 6,063

少数株主利益 932 1,238

当期純利益 2,147 3,189



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,965 7,965

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,965 7,965

資本剰余金   

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,463 8,463

利益剰余金   

前期末残高 16,849 18,119

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 2,147 3,189

連結範囲の変動 － 29

持分法の適用範囲の変動 △21 △3,649

当期変動額合計 1,270 △1,197

当期末残高 18,119 16,922

株主資本合計   

前期末残高 33,278 34,549

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 2,147 3,189

連結範囲の変動 － 29

持分法の適用範囲の変動 △21 △3,649

当期変動額合計 1,270 △1,197

当期末残高 34,549 33,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △226 487

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 714 27,895

当期変動額合計 714 27,895

当期末残高 487 28,382

為替換算調整勘定   

前期末残高 △21 △97

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75 20



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △75 20

当期末残高 △97 △76

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △248 389

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 638 27,916

当期変動額合計 638 27,916

当期末残高 389 28,306

新株予約権   

前期末残高 53 80

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 55

当期変動額合計 26 55

当期末残高 80 135

少数株主持分   

前期末残高 3,768 4,519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 750 1,024

当期変動額合計 750 1,024

当期末残高 4,519 5,543

純資産合計   

前期末残高 36,852 39,538

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 2,147 3,189

連結範囲の変動 － 29

持分法の適用範囲の変動 △21 △3,649

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,415 28,996

当期変動額合計 2,685 27,798

当期末残高 39,538 67,337



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 6,402 10,492

減価償却費 2,061 1,994

のれん償却額 732 950

減損損失 70 2,912

持分法による投資損益（△は益） △888 287

投資有価証券評価損益（△は益） 1,521 241

投資有価証券売却損益（△は益） △1,967 △7,577

賞与引当金の増減額（△は減少） 15 189

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102 126

貸倒引当金の増減額（△は減少） 114 63

ポイント引当金の増減額（△は減少） 66 75

その他の引当金の増減額（△は減少） 21 304

受取利息及び受取配当金 △97 △53

支払利息 23 5

固定資産除却損 646 129

固定資産売却損益（△は益） △1 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,226 △3,962

たな卸資産の増減額（△は増加） △52 88

その他の流動資産の増減額（△は増加） 405 18

仕入債務の増減額（△は減少） 420 1,641

未払費用の増減額（△は減少） 49 71

その他の流動負債の増減額（△は減少） △492 △43

その他 251 105

小計 8,180 8,064

利息及び配当金の受取額 259 199

利息の支払額 △23 △5

法人税等の支払額 △2,353 △4,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,062 4,256

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 △30 △11

定期預金の払戻による収入 28 4

投資有価証券の取得による支出 △246 △216

投資有価証券の売却による収入 2,594 7,623

有形固定資産の取得による支出 △651 △558

有形固定資産の売却による収入 8 3

無形固定資産の取得による支出 △2,494 △2,393

敷金及び保証金の差入による支出 △30 △80

敷金及び保証金の回収による収入 20 103

長期前払費用の増加による支出 △313 △146



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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

子会社株式の取得による支出 △584 △416

事業譲受による支出 － △1,888

貸付けによる支出 △214 △285

貸付金の回収による収入 117 12

その他 30 422

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,540 518

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △855 △766

子会社の株式発行による収入 36 211

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 △438 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,594 △1,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △87 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,161 3,687

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 △20

現金及び現金同等物の期末残高 14,868 18,535



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社は、エムスリー㈱（旧 ソ

ネット・エムスリー㈱）、M3 USA 

Corporation（旧 So-net M3 USA 

Corporation）、Medi C&C Co.,Ltd.、

ソネットキャピタルパートナーズ㈱、

ソネットキャピタルパートナーズＡ投

資事業有限責任組合、モーションポー

トレート㈱、So-net Entertainment 

Taiwan Ltd.、エムスリー・パブリッ

シング㈱、㈱ゲームポット、㈱IPM、

アイチケット㈱、ソネット・メディ

ア・ネットワークス㈱、㈱アクイジシ

ョン、㈱GPコアエッジ、M3 Korea 

Co.,Ltd.、Gamepot(USA),Incの16社で

す。 

なお、㈱ゲームポット、㈱GPパートナ

ーズ、GPパートナーズPlus投資事業有

限責任組合、㈱IPM、アイチケット

㈱、ソネット・メディア・ネットワー

クス㈱、アクイジション㈱は当連結会

計年度において新たに株式を取得して

子会社になったことから、㈱GPコアエ

ッジ、M3 Korea Co.Ltd.、Gamepot

(USA),Incは当連結会計年度において

新たに出資設立をして子会社になった

ことから連結の範囲に含めています。

また、クウジット㈱、メディカルアイ

㈱（旧 エムスリーメディカルアイ

㈱）は当連結会計年度において第三者

割当増資を行ったことにより持分比率

が低下したことから、GPパートナーズ

Plus投資事業有限責任組合、㈱GPパー

トナーズは当連結会計年度において清

算結了したことから、MDLinx, Inc.は

当連結会計年度においてM3 USA 

Corporation（旧 So-net M3 USA 

Corporation）を存続会社とし吸収合

併したことから連結の範囲から除外し

ています。 

(1) 連結子会社は、エムスリー㈱（旧 ソ

ネット・エムスリー㈱）、M3 USA 

Corporation（旧 So-net M3 USA 

Corporation）、Medi C&C Co.,Ltd.、

ソネットキャピタルパートナーズ㈱、

ソネットキャピタルパートナーズＡ投

資事業有限責任組合、モーションポー

トレート㈱、So-net Entertainment 

Taiwan Ltd.、㈱ゲームポット、㈱

IPM、アイチケット㈱、ソネット・メ

ディア・ネットワークス㈱、㈱アクイ

ジション、㈱GPコアエッジ、M3 Korea 

Co.,Ltd.、Gamepot(USA),Inc、メビッ

クス㈱、クリニカルポーター㈱、クリ

ノグラフィ㈱、エムスリーキャリア

㈱、ドラゴン・メディア・ホールディ

ングス合同会社の20社です。 

なお、メビックス㈱、クリニカルポー

ター㈱、クリノグラフィ㈱は当連結会

計年度において新たに株式を取得して

子会社になったことから、エムスリー

キャリア㈱は当連結会計年度において

会社分割により設立をして子会社にな

ったことから、ドラゴン・メディア・

ホールディングス合同会社は当連結会

計年度において新たに出資設立をして

子会社になったことから連結の範囲に

含めています。 

また、ケルコム㈱は当連結会計年度に

おいて新たに株式を取得して子会社に

なりましたが、株式を売却したことに

より持分比率が低下したことから、エ

ムスリー・パブリッシング㈱は当連結

会計年度において清算結了したことか

ら連結の範囲から除外しています。 

  (2) 非連結子会社は、㈱ソネット・カドカ

ワ・リンクであります。連結の範囲か

ら除外した理由は、合計の総資産、売

上高、当期純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等

が、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。

(2)        同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社は、㈱ディー・エヌ・エー、㈱アク

トビラ、㈱エニグモ、㈲ADSグローバ

ルパートナーズ、㈱ソネット・カドカ

ワ・リンク、㈱ゼータ・ブリッジ、ク

ウジット㈱、メディカルアイ㈱、

MedQuater AG、㈱アジアドラマTV、日

本メディカルネットコミュニケーショ

ンズ㈱の11社です。 

なお、連結の範囲にあったクウジット

㈱、メディカルアイ㈱（旧 エムスリ

ーメディカルアイ㈱）は当連結会計年

度において第三者割当増資を行ったこ

とにより持分比率が低下したことか

ら、MedQuater AG、㈱アジアドラマ

TV、日本メディカルネットコミュニケ

ーションズ㈱は当連結会計年度におい

て新たに株式を取得したことから持分

法の適用範囲に含めています。 

また、持分法の適用範囲にあった㈱ゲ

ームポットは当連結会計年度において

新たに株式を取得して子会社となった

ことから持分法の適用範囲から除外し

ています。 

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社は、㈱アクトビラ、㈱エニグモ、㈱

ソネット・カドカワ・リンク、㈱ゼー

タ・ブリッジ、クウジット㈱、メディ

カルアイ㈱、MedQuater AG、㈱アジア

ドラマTV、日本メディカルネットコミ

ュニケーションズ㈱の9社です。 

なお、㈱ディー・エヌ・エーは当連結

会計年度において派遣する取締役が任

期満了に伴い退任したことにより、同

社に対する実質的な影響力を与える状

況にないと判断したことから、㈲ADS

グローバルパートナーズは当連結会計

年度において清算結了したことから持

分法の適用範囲から除外しています。

  (2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しています。 

(2)        同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、アイチケット㈱の事

業年度の末日は５月31日、㈱IPMの事業年

度の末日は12月31日です。 

 連結財務諸表の作成に当たって、これら

の会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してい

ます。 

 連結子会社のうち、㈱IPMの事業年度の

末日は12月31日です。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しています。 

 連結子会社のうち、M3 USA Corporation

は事業年度の末日を３月31日から12月31日

に、アイチケット㈱は事業年度の末日を５

月31日から３月31日に変更しました。 

 連結財務諸表の作成に当たって、M3 USA 

Corporationについては、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

しています。 

 連結子会社のうち、メビックス㈱及びク

リニカルポーター㈱の事業年度の末日は４

月30日であり、クリノグラフィ㈱の事業年

度の末日は３月31日です。 

 連結財務諸表の作成に当たって、メビッ

クス㈱及びクリニカルポーター㈱について

は、１月31日現在の財務諸表を使用し、ク

リノグラフィ㈱については12月31日現在の

財務諸表を使用しています。ただし、連結

決算日までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っていま

す。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(ⅰ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定し

ています。） 

(ⅰ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、入手可能な

近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によ

っています。 

時価のないもの 

    同左 

  (ⅱ) 商品 

移動平均法による原価法（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） 

 なお、一部の海外連結子会社につ

いては移動平均法による低価法を採

用しています。 

(ⅱ) 商品 

    同左 

  (ⅲ) 仕掛品及び番組勘定 

個別法による原価法（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） 

(ⅲ) 仕掛品及び番組勘定 

    同左 

  (ⅳ) 貯蔵品 

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） 

(ⅳ) 貯蔵品 

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） 

  (会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「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）を

適用しています。 

 これによる当連結会計年度の損益

に与える影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しています。 

────── 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(ⅰ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法を採用しています。

一部の海外連結子会社は定額法を採用

しています。 

 なお、有形固定資産について、利用

可能期間を勘案して、随時耐用年数の

見直しを行っています。 

(ⅰ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ⅱ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用ソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年以内）

に基づく定額法、市場販売目的ソフト

ウェアについては見込有効期間（３年

以内）に基づく定額法、その他の無形

固定資産については経済的見積耐用年

数に基づく定額法を採用しています。 

 なお、無形固定資産について、利用

可能期間を勘案して、随時耐用年数の

見直しを行っています。 

(ⅱ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ⅲ) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却方法

については、リース期間を耐用年数と

し残存価額を零とする定額法で計算し

ています。 

(ⅲ) リース資産 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(ⅰ) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しています。 

(ⅰ) 貸倒引当金 

同左 

  (ⅱ) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるため、次

期支給見込額のうち当期対応分の金額

を計上しています。 

(ⅱ) 賞与引当金 

同左 

  (ⅲ) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、次期

支給見込額のうち当期対応分の金額を

計上しています。 

(ⅲ) 役員賞与引当金 

同左 

  (ⅳ) ポイント引当金 

 販売促進等を目的とするポイント制

度による将来のポイント利用に備える

ため、過去の実績に基づき、連結会計

年度末において将来利用されると見込

まれるポイントに対する所要額を計上

しています。 

(ⅳ) ポイント引当金 

同左 

  (Ｖ) 退職給付引当金 

 当社においては従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額を、一部の海

外連結子会社においては、現地国の法

令に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しています。 

 数理計算上の差異は、主として、各

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数による定

額法により按分した額を発生の翌年度

から費用処理することとしています。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用処理してい

ます。 

────── 

(Ｖ) 退職給付引当金 

同左 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しています。 

 これによる連結財務諸表に与える

影響はありません。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (ⅵ) 入会促進引当金 

 入会促進を目的としたキャッシュバ

ックキャンペーンによる将来の支出に

備えるため、当連結会計年度末以降負

担すると見込まれる額を計上していま

す。 

(ⅵ) 入会促進引当金 

同左 

  

  

  

  

(4) 重要な収益及び費用の

計上基準 

────── (ⅰ) 完成工事高及び完成工事原価の計上

基準  

工事完成基準 

(会計方針の変更) 

 請負工事に係る収益の計上基準に

ついては、当連結会計年度より、

「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。 

 これによる連結財務諸表に与える

影響はありません。 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しています。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めて計上しています。 

同左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっています。 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しています。

同左 

６ のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については、20年以内の合

理的な年数で均等償却しています。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価格の変動

について僅少なリスクしか負わない、取得

日から３ヵ月以内に満期が到来する短期投

資からなっています。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

たな卸資産 

 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法による原価法、貯蔵品につ

いては 終仕入原価法によっていましたが、当連結会計

年度より「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法による原価法、貯蔵品につ

いては 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）により算出してい

ます。なお、これによる当連結会計年度の損益に与える

影響はありません。なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しています。 

────── 

（「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」の適用） 

  当連結会計年度より「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、これによる当連結会計

年度の損益に与える影響は軽微です。なお、セグメント

情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

────── 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））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（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっています。また、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零と

する定額法を採用しています。なお、これにより当連結

会計年度の営業利益は24百万円増加、経常利益は15百万

円増加、税金等調整前当期純利益は11百万円減少してい

ます。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しています。 

────── 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて流動資産の「たな卸資産」として掲記していたもの

は、当連結会計年度より流動資産の「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記するとともに、

「番組勘定」に相当する金額を「その他」に含めて表示し

ています。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

「その他」は、それぞれ34百万円、100百万円、18百万

円、38百万円であります。 

 前連結会計年度において区分掲記していました投資その

他の資産の「敷金及び保証金」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より投資その他の資産の「そ

の他」（当連結会計年度は842百万円）に含めて表示して

います。 

 前連結会計年度において区分掲記していました流動負債

の「未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連

結会計年度より流動負債の「その他」（当連結会計年度は

259百万円）に含めて表示しています。 

────── 

（連結損益計算書） 

 従来、販売費及び一般管理費については、連結損益計算

書において費目別に区分掲記していましたが、当連結会計

年度から連結損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるた

め、「販売費及び一般管理費」として一括掲記していま

す。 

 前連結会計年度において区分掲記していました営業外費

用の「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、

当連結会計年度より営業外収益の「その他」（当連結会計

年度は０百万円）に含めて表示しています。 

 前連結会計年度において区分掲記していました営業外費

用の「リース中途解約金」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」（当

連結会計年度は０百万円）に含めて表示しています。 

 前連結会計年度において区分掲記していました特別利益

の「持分変動利益」「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より特別利益の

「その他」（当連結会計年度はそれぞれ77百万円、９百万

円）に含めて表示しています。 

 前連結会計年度において区分掲記していました特別損失

の「持分変動損失」「貸倒引当金繰入額」「固定資産臨時

償却費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より特別損失の「その他」（当連結会計年度はそれ

ぞれ０百万円、112百万円、156百万円）に含めて表示して

います。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記していました特別損失

の「投資有価証券評価損」「固定資産除却損」は、金額的

重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より特別損失

の「その他」（当連結会計年度はそれぞれ241百万円、32

百万円）に含めて表示しています。 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローに区分掲記していました「固定資産臨時償却費」「持

分変動益」「持分変動損」「為替差損益」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」（当連結会計年度はそ

れぞれ156百万円、△77百万円、０百万円、△０百万円）

に含めて表示しています。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローに区分掲記していました「固定資売却損益」は、金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」（当連結会計年

度は0百万円）に含めて表示しています。 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（回線費用の未払費用計上） 

 当社は従来、一部回線費用を支出時の費用として処理し

ていましたが、金額的重要性が増したことから、当該見積

計上制度を整備し、当連結会計年度より将来支出が見込ま

れる見積額を未払費用計上しています。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ154百万円減少して

います。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しています。 

────── 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して区分しています。 

２．事業区分の内容 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,200百万円であり、主に親会社

の人事・経理等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、9,219百万円であり、その主なものは、現金

及び預金、投資有価証券、管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 

６．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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法による原価法、貯蔵品につい

ては 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）により算出し

ています。なお、これによる当連結会計年度における損益に与える影響はありません。 

（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扱い） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、これによる当連結会計年度における損

益に与える影響は軽微です。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売

上高 
 44,297  21,912  102  66,312  －  66,312

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6  15  －  22  △22  －

計  44,304  21,927  102  66,334  △22  66,312

営業費用  39,594  18,429  187  58,211  2,178  60,389

営業利益又は営業損失

（△） 
 4,710  3,498  △85  8,123  △2,200  5,922

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
           

資産  10,643  32,576  172  43,392  9,219  52,611

減価償却費  882  1,484  3  2,369  114  2,484

資本的支出  748  1,961  2  2,713  418  3,131

事業区分 主要サービス 

接続事業 ナローバンド、ブロードバンド接続サービスの提供 

ポータル事業 

コンテンツ提供、法人向けソリューションサービス、インターネッ

ト広告、商品販売、ライセンスビジネス、サービスプラットフォー

ムの企画・運営等 

その他 接続事業及びポータル事業以外のもの 



（リース取引に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））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

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。また、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

を採用しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度における営業利

益が、接続事業で13百万円、ポータル事業で11百万円、消去又は全社で０百万円それぞれ増加していま

す。 

（追加情報） 

「追加情報」に記載のとおり、当社においては、一部回線費用を支出時の費用として処理していました

が、当該見積計上制度を整備したことから、当連結会計年度より、将来支出が見込まれる見積額を未払費

用計上しています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「接続事業」の営

業利益が154百万円減少しています。 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して区分しています。 

２．事業区分の内容 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,356百万円であり、主に親会社

の人事・経理等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、12,385百万円であり、その主なものは、現金

及び預金、投資有価証券、管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 

６．会計処理の方法の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。 

これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しています。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日） 

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

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売

上高 
 50,637  24,827  188  75,653  －  75,653

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  4  －  5  △5  －

計  50,638  24,831  188  75,658  △5  75,653

営業費用  45,550  20,980  144  66,675  2,351  69,027

営業利益又は営業損失

（△） 
 5,087  3,851  43  8,982  △2,356  6,626

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
           

資産  16,532  75,483  201  92,217  12,385  104,603

減価償却費  656  1,229  3  1,888  149  2,038

資本的支出  385  2,182  2  2,570  974  3,545

事業区分 主要サービス 

接続事業 ナローバンド、ブロードバンド接続サービスの提供 

ポータル事業 

コンテンツ提供、法人向けソリューションサービス、インターネッ

ト広告、商品販売、ライセンスビジネス、サービスプラットフォー

ムの企画・運営等 

その他 接続事業及びポータル事業以外のもの 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円   銭 136,736 96    円   銭 241,305 75

１株当たり当期純利益金額 円 銭 8,405 76    円 銭 12,481 90

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   円   銭 8,333 53      円   銭 12,396 67

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,147  3,189

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,147  3,189

普通株式の期中平均株式数（株）  255,520  255,520

  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  17  18

 （うち関係会社の潜在株式調整額） (  17)  (  18)  

普通株式増加数（株） 136  240 

（うち新株予約権） (  136)  (  240)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

①連結子会社 

 エムスリー㈱ 

 新株予約権７種類 

（新株予約権の数984株） 

②持分法適用会社 

 アイチケット㈱ 

 新株予約権１種類 

（新株予約権の数16,981株）

①連結子会社 

 エムスリー㈱ 

 新株予約権８種類 

（新株予約権の数963株） 

②持分法適用会社 

 アイチケット㈱ 

 新株予約権１種類 

（新株予約権の数16,981株）



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 企業結合に関する重要な後発事象等 

 連結子会社であるソネット・エムスリー㈱における平成

21年３月２日開催の取締役会において、メビックス㈱の株

式及び新株予約権に対する公開買付けの開始を決議し、平

成21年３月３日から本公開買付けを実施していましたが、

平成21年４月14日をもって本公開買付けが終了しました。

 この結果、平成21年４月21日付でメビックス㈱の普通株

式35,300株（総議決権に占める割合85.9％（公開買付け実

施前保有分762株（1.9％）を含む））を取得し、メビック

ス㈱は当社の連結子会社となりました。 

(1) 企業結合の概要 

①被取得企業の名称 

メビックス㈱ 

②被取得企業の事業の内容 

IT活用による大規模臨床研究支援事業 

③企業結合を行った主な理由 

ソネット・エムスリー㈱及びメビックス㈱は、日本

でのEBM（Evidence-Based Medicine：科学的根拠に基

づく医療）を推進し、双方のリソースやノウハウを

大限活用し、エビデンスの構築と普及を支援する中心

的な企業グループになっていくことで、両社のシナジ

ー効果と中長期的な企業価値を 大化できると考えて

います。 

④企業結合日       平成21年４月21日 

⑤企業結合の法的形式   株式取得 

⑥結合後企業の名称    メビックス㈱ 

⑦取得した議決権比率 

85.9％（従前の議決権比率 1.9％） 

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳 

①被取得企業の取得原価  2,576百万円 

②取得原価の内訳 

株式取得費用（現金）  2,417百万円 

株式取得費用（従前保有分） 47百万円 

株式取得に直接要した支出額（デューディリジェン

ス費用等）       111百万円 

(3) 発生したのれんの金額等 

現時点において確定していません。 

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の

額並びにその主な内訳 

現時点において確定していません。 

(5) 被取得企業の規模（平成21年４月期連結） 

売上高         2,195百万円 

売上総利益        478百万円 

営業損失         338百万円 

経常損失         339百万円 

当期純損失        232百万円 

総資産         3,184百万円 

純資産         2,069百万円 

────── 



 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、企業

結合等、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しています。 

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２ 重要な連結範囲の変更 

 当社は、平成21年５月28日の取締役会において、当社か

ら㈱ディー・エヌ・エーに派遣している取締役が任期満了

に伴い同社の取締役を退任することを決議し、平成21年６

月19日の取締役会において、同社の取締役退任以降、同社

に対する実質的な影響力を与える状況にないと判断し、同

社を持分法適用関連会社から除外することを決議しまし

た。 

(1) 持分法適用関連会社除外の理由 

当社は、同社株式を17.3％保有していますが、関連

会社の範囲の形式的基準である20％を下回っているこ

と、取締役を派遣しないことにより、実質的にも同社

の経営に影響を与える状況にはないと判断していま

す。 

(2) 変更による影響 

取締役の任期満了となる平成21年６月27日をもって

持分法適用関連会社から除外する予定です。なお、同

社の平成21年３月31日現在の要約財務情報は次の通り

です。 

流動資産合計        32,418百万円 

固定資産合計         4,916百万円 

流動負債合計        11,510百万円 

固定負債合計          169百万円 

純資産合計         25,654百万円 

売上高            37,607百万円 

税金等調整前当期純利益金額 15,140百万円 

当期純利益金額        7,956百万円 

当該除外に伴い、同社株式の保有目的は、関連会社

株式からその他有価証券に、評価基準及び評価方法

は、移動平均法による原価法から決算期末日の市場価

格等に基づく時価法に変更になります。なお、平成21

年３月31日現在の個別財務諸表における同社株式の貸

借対照表計上額は131百万円、時価は26,309百万円で

す。 

────── 

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,002 8,480

売掛金 9,212 12,858

商品及び製品 10 0

仕掛品 111 7

原材料及び貯蔵品 23 22

前払費用 387 492

繰延税金資産 346 718

未収入金 381 －

その他 30 452

貸倒引当金 △32 △62

流動資産合計 15,474 22,969

固定資産   

有形固定資産   

建物 255 262

減価償却累計額 △51 △81

建物（純額） 203 180

器具・備品 1,255 1,404

減価償却累計額 △518 △700

器具・備品（純額） 736 704

リース資産 723 152

減価償却累計額 △613 △141

リース資産（純額） 110 11

建設仮勘定 38 60

有形固定資産合計 1,088 956

無形固定資産   

のれん － 1,809

商標権 587 508

ソフトウエア 1,353 1,925

ソフトウエア仮勘定 489 －

リース資産 19 6

その他 － 377

無形固定資産合計 2,449 4,628

投資その他の資産   

投資有価証券 1,162 48,756

関係会社株式 12,381 10,832

関係会社社債 1,285 1,275

その他の関係会社有価証券 1,378 676

長期貸付金 254 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

関係会社長期貸付金 175 345

長期前払費用 17 14

繰延税金資産 141 －

敷金及び保証金 608 －

その他 18 618

貸倒引当金 △254 △267

投資その他の資産合計 17,168 62,251

固定資産合計 20,707 67,837

資産合計 36,182 90,806

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,308 5,686

リース債務 120 20

未払金 208 133

未払費用 1,817 1,889

未払法人税等 1,314 3,532

前受金 18 17

預り金 53 42

賞与引当金 179 319

ポイント引当金 78 98

入会促進引当金 226 516

その他の引当金 7 7

その他 75 12

流動負債合計 8,406 12,273

固定負債   

リース債務 21 －

繰延税金負債 － 18,877

退職給付引当金 538 661

その他 31 31

固定負債合計 590 19,569

負債合計 8,997 31,843



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 8,463 8,463

資本剰余金合計 8,463 8,463

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 10,441 14,167

利益剰余金合計 10,441 14,167

株主資本合計 26,871 30,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 246 28,269

評価・換算差額等合計 246 28,269

新株予約権 67 96

純資産合計 27,184 58,963

負債純資産合計 36,182 90,806



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

事業収入 49,764 55,456

商品売上 652 159

売上高合計 50,417 55,616

売上原価   

事業原価 33,121 38,971

商品売上原価 439 60

売上原価合計 33,560 39,032

売上総利益 16,856 16,584

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 14,289 14,163

営業利益 2,567 2,420

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 630 659

その他 44 36

営業外収益合計 682 702

営業外費用   

支払利息 16 2

固定資産除却損 243 95

投資事業組合損失 － 33

その他 29 28

営業外費用合計 289 159

経常利益 2,959 2,962

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,237

関係会社株式売却益 2,234 －

その他 17 248

特別利益合計 2,252 7,486

特別損失   

投資有価証券評価損 1,604 1,020

固定資産除却損 328 －

貸倒引当金繰入額 － 267

投資事業組合損失 － 707

その他 472 328

特別損失合計 2,405 2,323

税引前当期純利益 2,805 8,126

法人税、住民税及び事業税 1,429 4,211

法人税等調整額 △15 △577

法人税等合計 1,414 3,633

当期純利益 1,391 4,492



  

 (注) *  他勘定振替高の内訳 

事業原価の内訳

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

１ 通信回線使用料    21,017  63.5  26,255  67.4

２ 情報提供料    1,157  3.5  1,033  2.7

３ 報酬・給与    662  2.0  660  1.7

４ 業務委託費    2,733  8.2  2,863  7.3

５ 賃借料    201  0.6  226  0.6

６ 修繕費    463  1.4  313  0.8

７ 減価償却費    839  2.5  708  1.8

８ 賞与引当金繰入額    37  0.1  160  0.4

９ 退職給付費用    24  0.1  32  0.1

10 その他    5,983  18.1  6,717  17.2

合計    33,121  100.0  38,971  100.0

 （原価計算の方法）  （原価計算の方法） 

原価計算の方法は、実際原価計算で

す。 

原価計算の方法は、実際原価計算で

す。  

商品売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 期首商品たな卸高    17  10

Ⅱ 当期商品仕入高    444  52

合計    462  63

Ⅲ 期末商品たな卸高    10  0

Ⅳ 他勘定振替高 *  12  2

商品売上原価    439  60

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

販売促進費（百万円）  7 －

商品廃棄損（百万円）  2  2

その他（百万円）  1 －

 合計（百万円）  12  2



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,965 7,965

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,965 7,965

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,463 8,463

資本剰余金合計   

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,463 8,463

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,906 10,441

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 1,391 4,492

当期変動額合計 535 3,725

当期末残高 10,441 14,167

利益剰余金合計   

前期末残高 9,906 10,441

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 1,391 4,492

当期変動額合計 535 3,725

当期末残高 10,441 14,167

株主資本合計   

前期末残高 26,335 26,871

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 1,391 4,492

当期変動額合計 535 3,725

当期末残高 26,871 30,596



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △282 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 528 28,023

当期変動額合計 528 28,023

当期末残高 246 28,269

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △282 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 528 28,023

当期変動額合計 528 28,023

当期末残高 246 28,269

新株予約権   

前期末残高 50 67

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 29

当期変動額合計 17 29

当期末残高 67 96

純資産合計   

前期末残高 26,103 27,184

当期変動額   

剰余金の配当 △855 △766

当期純利益 1,391 4,492

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 545 28,052

当期変動額合計 1,081 31,778

当期末残高 27,184 58,963



 該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

(2）その他 

該当事項ありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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