
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月27日

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22年８月９日 配当支払開始予定日 ―  

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  21,472  25.8  1,651  21.2  1,816  22.6  423  △11.7

22年３月期第１四半期  17,067  11.8  1,362  18.8  1,481  △2.2  479  711.9

  
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 

23年３月期第１四半期  1,656  68  1,654  40

22年３月期第１四半期  1,876  86  1,860  57

  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 

23年３月期第１四半期  99,070  66,583  62.1  240,793  83

22年３月期  104,603  67,337  58.9  241,305  75

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 61,527百万円 22年３月期 61,658百万円

  
年間配当金

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

22年３月期 －       1,500 00 －       1,500  00 3,000 00

23年３月期 －      

23年３月期（予想） 1,500 00 －       1,500  00 3,000 00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

新規       －社 （社名）、 除外        －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4）発行済株式数（普通株式） 

  
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示について  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  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23年３月期(平成22年４月１日～平成23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。 

  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動 ：  有 ・無

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 255,520株 22年３月期 255,520株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 0株 22年３月期 0株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 255,520株 22年３月期１Ｑ 255,520株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における我が国の経済は、海外経済の回復を背景とした輸出の増加などから緩やかな回復を続けてい

ますが、雇用・所得不安による個人消費の低迷により、景気の先行きは不透明な状況で推移しています。 

 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22年３月末で総計3,204

万契約（総務省公表値）となり、平成21年12月末から33万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は1,779万契約

で、平成21年12月末から59万契約増加した一方、DSLの契約数は974万契約で、平成21年12月末から40万契約減少し、

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１四半期の売上高は、前年同期比 ％増の 百万円（前年同期は

百万円。以下カッコ同じ。）となりました。 

 ネットワーク事業については、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、当第１四半期における売上高は、前

年同期比29.0％増の15,980百万円（12,385百万円）となり、売上高に占める割合は74.4％（72.6％）となりました。

 メディア・エンタテインメント事業については、オンラインゲームの売上が、システムトラブル等の影響で低調に

推移したものの、連結子会社のエムスリー㈱の売上が伸びた結果、当第１四半期におけるメディア・エンタテインメ

ント事業の売上高は、前年同期比17.3％増の5,491百万円（4,682百万円）となり、売上高に占める割合は25.6％

（27.4％）となりました。 

 営業利益は、前年同期比 ％増の 百万円（ 百万円）となりました。 

 ネットワーク事業の営業利益は、ブロードバンド新規会員獲得が好調に推移したことによる獲得費用の増加があっ

たものの、昨年度において会員獲得が堅調に推移したこと及び㈱USENからインターネットサービスプロバイダー事業

を譲り受けたことに伴う課金収入の増加により、前年同期比14.4％増の1,304百万円（1,140百万円）となりました。

 メディア・エンタテインメント事業の営業利益は、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等に

より、前年同期比21.7％増の947百万円（778百万円）となりました。 

 また、全社費用である調整額は600百万円（555百万円）となりました。 

 経常利益は、前年同期比 ％増の 百万円（ 百万円）となりました。 

 これは主に、営業利益の増加等によるものです。 

 四半期純利益は、前年同期比 ％減の 百万円（ 百万円）となりました。 

 これは主に、上記経常利益の増加及び投資有価証券の売却益があったものの、連結子会社のエムスリー㈱の前期決

算修正額を前年度損益修正として特別損失に計上したことによるものです。  

 当社の連結子会社であるエムスリー㈱は、子会社メビックス㈱が平成22年４月30日に実施した過年度決算の訂正を

発端として買収価格に与えたであろう影響を精査しました。この結果、買収時に使用したメビックス㈱の財務情報が

不適切であったため、エムスリー㈱においては買収価格算定の前提が覆り、取得対価のうち過大であった金額を損失

処理し平成22年７月27日付で前期の決算を訂正しています。当社はエムスリー㈱の前期の決算訂正を受けて、当該損

失処理を当第１四半期決算に前期損益修正損として計上しています。 

   

当第１四半期連結業績                                 （単位：百万円）

（注）前第１四半期連結累計期間分を当第１四半期連結累計期間の事業部門に組み替えています。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

25.8 21,472 17,067

21.2 1,651 1,362

22.6 1,816 1,481

11.7 423 479

  
平成23年３月期 平成22年３月期 

対前年同期増減率 
第１四半期 第１四半期 

 売上高  21,472  17,067 ＋25.8% 

  ネットワーク事業  15,980  12,385 ＋29.0% 

  メディア・エンタテインメント事業  5,491  4,682 ＋17.3% 

 営業利益  1,651  1,362 ＋21.2% 

  ネットワーク事業  1,304  1,140 ＋14.4% 

  メディア・エンタテインメント事業  947  778 ＋21.7% 

  調整額  △600  △555 － 

 経常利益  1,816  1,481 ＋22.6% 

 四半期純利益  423  479 △11.7% 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は 百万円となり、前年度末と比べて5,533百万円減少しました。これは、主として

税金等の支払いによる現金及び預金の減少4,338百万円及び連結子会社エムスリー㈱が当第１四半期決算中に過年度

決算訂正をしたこと等によるのれんの減少1,342百万円によるものです。 

 当第１四半期末の負債は 百万円となり、前年度末と比べて4,779百万円減少しました。これは、主として法

人税等の支払いにより未払法人税等が4,117百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、少数株主持分等が減少した結果、前期末比754百万円減の66,583百万円となり、自己資本比率は ％

となりました。 

  

連結キャッシュ・フロー 

 当第１四半期における現金及び現金同等物は、営業活動において 百万円の減少、投資活動において 百万円

の支出、財務活動において 百万円の支出となったことから、前年度末に比べて 百万円減少し、当第１四半期

末には 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、 百万円の減少となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半

期純利益 百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額 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、 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 百万円であり、主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出 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、 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 

百万円、少数株主への配当金の支払額421百万円によるものです。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23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22年５月11日に公表した連結

業績予想から修正は行っていません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ています。 

 これにより当第１四半期連結会計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円減少、税金等調整前四半期純利

益は24百万円減少しています。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

99,070

32,487

62.1

3,160 382

738 4,310

14,224

3,160

1,453 4,785

382

922 634

738

316

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,494 18,833

受取手形及び売掛金 15,925 16,105

有価証券 50 －

商品及び製品 46 41

仕掛品 163 121

原材料及び貯蔵品 24 27

その他 2,850 2,497

貸倒引当金 △118 △95

流動資産合計 33,435 37,531

固定資産   

有形固定資産 1,482 1,351

無形固定資産   

のれん 6,988 8,330

ソフトウエア 2,922 2,786

その他 2,371 2,479

無形固定資産合計 12,281 13,597

投資その他の資産   

投資有価証券 50,114 50,417

その他 1,913 1,860

貸倒引当金 △156 △154

投資その他の資産合計 51,871 52,123

固定資産合計 65,635 67,072

資産合計 99,070 104,603

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,641 6,958

未払費用 2,263 2,599

未払法人税等 787 4,904

引当金 1,256 1,459

その他 1,639 1,541

流動負債合計 12,587 17,463

固定負債   

引当金 719 685

資産除去債務 145 －

繰延税金負債 18,916 19,004

その他 118 112

固定負債合計 19,900 19,802

負債合計 32,487 37,266
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 8,463 8,463

利益剰余金 16,930 16,922

株主資本合計 33,360 33,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,257 28,382

為替換算調整勘定 △90 △76

評価・換算差額等合計 28,167 28,306

新株予約権 138 135

少数株主持分 4,917 5,543

純資産合計 66,583 67,337

負債純資産合計 99,070 104,603
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 17,067 21,472

売上原価 10,590 13,891

売上総利益 6,477 7,580

販売費及び一般管理費 5,114 5,928

営業利益 1,362 1,651

営業外収益   

受取利息 8 6

受取配当金 9 260

持分法による投資利益 119 －

その他 8 10

営業外収益合計 145 277

営業外費用   

支払利息 2 0

為替差損 － 43

固定資産除却損 12 22

持分法による投資損失 － 41

その他 12 5

営業外費用合計 26 113

経常利益 1,481 1,816

特別利益   

投資有価証券売却益 － 918

持分変動利益 65 0

その他 34 14

特別利益合計 100 933

特別損失   

前期損益修正損 － 1,017

減損損失 － 231

投資有価証券売却損 24 －

その他 1 46

特別損失合計 25 1,295

税金等調整前四半期純利益 1,557 1,453

法人税、住民税及び事業税 544 806

法人税等調整額 276 355

法人税等合計 820 1,161

少数株主損益調整前四半期純利益 － 292

少数株主利益又は少数株主損失（△） 257 △131

四半期純利益 479 423
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 1,557 1,453

減価償却費 487 466

減損損失 － 231

投資有価証券売却損益（△は益） － △918

のれん償却額 194 272

引当金の増減額（△は減少） △93 △133

受取利息及び受取配当金 △17 △267

支払利息 2 0

為替差損益（△は益） 2 43

持分法による投資損益（△は益） △119 41

前期損益修正損益（△は益） － 1,017

売上債権の増減額（△は増加） 101 139

仕入債務の増減額（△は減少） 173 △304

その他 △650 △688

小計 1,637 1,354

利息及び配当金の受取額 167 270

利息の支払額 △2 △0

法人税等の支払額 △2,267 △4,785

営業活動によるキャッシュ・フロー △464 △3,160

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 △216 △205

無形固定資産の取得による支出 △621 △634

投資有価証券の売却による収入 15 922

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,642 －

事業譲受による支出 － △102

その他 △77 △362

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,542 △382

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △383 △316

子会社の株式発行による収入 174 12

少数株主への配当金の支払額 △373 △421

リース債務の返済による支出 △60 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △641 △738

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,642 △4,310

現金及び現金同等物の期首残高 14,868 18,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,225 14,224
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社グループは、ネットワークインフラを提供する「ネットワーク事業」と、ネットワークインフラを活用したサ

ービスを提供する「メディア・エンタテインメント事業」の２つを報告セグメントとしています。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額600百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 11,652  5,406  9  17,067  －  17,067

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  0  －  0  △0  －

  計  11,652  5,406  9  17,068  △0  17,067

 
営業利益又は営業損

失（△） 
 1,103  845  △30  1,918  △555  1,362

  

報告セグメント
調整額 

（百万円） 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注）２ 

ネットワーク
事業 

（百万円） 

メディア・エン
タテインメント

事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高           

外部顧客への売上高  15,980  5,491  21,472  －  21,472

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  110  56  166  △166  －

計  16,091  5,547  21,638  △166  21,472

セグメント利益  1,304  947  2,252  △600  1,651
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「メディア・エンタテインメント事業」セグメントにおいて、事業の廃止に関する意思決定を行った資産グルー

プ及び当初想定していた収益が見込めなくなった資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しました。当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結会計期間において231百

万円です。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「メディア・エンタテインメント事業」セグメントにおいて、当社の連結子会社であるエムスリー㈱は、子会社

メビックス㈱が平成22年４月30日に実施した過年度決算の訂正を発端として買収価格に与えたであろう影響を精査

しました。この結果、買収時に使用したメビックス㈱の財務情報が不適切であったため、エムスリー㈱においては

買収価格算定の前提が覆り、取得対価のうち過大であった金額を損失処理しています。これを受け当社は、当第１

四半期連結会計期間において前期損益修正損1,017百万円を計上し、同額のれんを減少しています。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しています。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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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