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

23年3月期第3四半期 66,052 22.0 6,336 31.4 6,401 39.3 2,788 48.8
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

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3四半期 10,914.27 10,860.66
22年3月期第3四半期 7,335.15 7,282.26

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3四半期 112,913 75,271 61.4 271,527.68
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3四半期  69,380百万円 22年3月期  61,658百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 1,500.00 ―

23年3月期 
（予想）

1,800.00 3,300.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 89,000 17.6 8,000 20.7 7,800 25.2 3,700 16.0 14,480.27



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 
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 
１．連結業績予想の修正については、本日（平成23年１月28日）公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 
２．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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 255,520株 22年3月期  255,520株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 255,520株 22年3月期3Q  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３四半期連結累計期間（９ヶ月）における我が国の経済は、緩やかな回復基調で推移していましたが、円高の

進展に伴う輸出の減速、駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込みを主因として、回復ペースは鈍化していま

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９月末で総計3,401

万契約（総務省公表値）となり、平成22年３月末から198万契約増加しました。総務省公表値における主な増加要因

は、CATVの契約数が一部事業者の契約数集計方法の変更により、平成22年３月末から120万契約増加したことによる

ものです。また、FTTHの契約数は1,912万契約で、平成22年３月末から133万契約増加した一方、DSLの契約数は899万

契約で、平成22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。 

 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（９ヶ月）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３四半期連結累計期間（９ヶ

月）における売上高は、前年同期比25.9％増の48,303百万円（38,352百万円）となり、売上高に占める割合は73.1％

（70.8％）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前年を下回ったものの、連結子会社の

エムスリー㈱の売上が伸びた結果、当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）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12.3％増の17,748百万円（15,800百万円）となり、売上高に占める割合は26.9％

（29.2％）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、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4.2％増の4,299百万円（4,125百万円）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60.7％増の3,889百万円（2,420百万円）となりました。 

 また、全社費用である調整額は1,852百万円（1,725百万円）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 ％増の 百万円（ 百万円）となりました。 

 これは主に、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ものの、上

記経常利益の増加及び投資有価証券の一部売却を行い投資有価証券売却益を計上したことによるものです。  

  

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

（注）前第３四半期連結累計期間分を当第３四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

22.0 66,052

54,153

31.4 6,336 4,821

39.3 6,401 4,596

48.8 2,788 1,874

  
平成23年３月期 平成22年３月期 

対前年同期増減率 
第３四半期 第３四半期 

 売上高 66,052 54,153 ＋22.0% 

  ネットワーク事業 48,303 38,352 ＋25.9% 

  メディア・エンタテインメント事業 17,748 15,800 ＋12.3% 

 営業利益 6,336 4,821 ＋31.4% 

  ネットワーク事業 4,299 4,125 ＋4.2% 

  メディア・エンタテインメント事業 3,889 2,420 ＋60.7% 

  調整額 △ 1,852 △ 1,725 － 

 経常利益 6,401 4,596 ＋39.3% 

 四半期純利益 2,788 1,874 ＋48.8% 



  

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

（注）前第３四半期連結会計期間分を当第３四半期連結会計期間の事業部門に組み替えています。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は 百万円となり、前年度末と比べて 百万円増加しました。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 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1,648百万円があったものの、投資有価証券の時価評価による増加10,855百

万円があったことによるものです。 

 当第３四半期末の負債は 百万円となり、前年度末と比べて 百万円増加しました。これは、主として法人

税等の支払いにより未払法人税が4,043百万円減少したものの、投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債の増加

百万円、資産除去債務の増加 百万円等によるものです。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金等が増加した結果、前期末比 百万円増の 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 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３四半

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、有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の

取得による支出 百万円、投資有価証券の取得による支出 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 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 

 連結業績予想の修正については、本日（平成23年１月28日）公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお

知らせ」を参照してください。 

  

  
平成23年３月期 平成22年３月期 

対前年同期増減率 
第３四半期 第３四半期 

 売上高 22,539 19,027 ＋18.5% 

  ネットワーク事業 16,084 13,202 ＋21.8% 

  メディア・エンタテインメント事業 6,454 5,824 ＋10.8% 

 営業利益 2,680 1,740 ＋54.0% 

  ネットワーク事業 1,593 1,431 ＋11.3% 

  メディア・エンタテインメント事業 1,755  979 ＋79.2% 

  調整額 △ 667 △ 670 － 

 経常利益 2,647 1,558 ＋69.8% 

 四半期純利益 1,352  625 ＋116.1% 

112,913 8,309

2,956

37,642 375

3,968 141

7,934 75,271

61.4

196 1,581

1,194 3,085

15,449

196

7,263 8,016

1,581

2,701 332

1,470 1,207

1,194

756 421



  

（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 

 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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ８百万円減少、税金等調整前四半期純利

益は39百万円減少しています。 

  

  

（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。 

  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,876 18,833

受取手形及び売掛金 16,961 16,105

有価証券 50 －

商品及び製品 56 41

仕掛品 184 121

原材料及び貯蔵品 77 27

その他 3,081 2,497

貸倒引当金 △245 △95

流動資産合計 36,042 37,531

固定資産   

有形固定資産 1,365 1,351

無形固定資産   

のれん 6,682 8,330

ソフトウエア 2,811 2,786

その他 2,774 2,479

無形固定資産合計 12,268 13,597

投資その他の資産   

投資有価証券 61,273 50,417

その他 2,136 1,860

貸倒引当金 △172 △154

投資その他の資産合計 63,237 52,123

固定資産合計 76,871 67,072

資産合計 112,913 104,603

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,835 6,958

未払費用 2,704 2,599

未払法人税等 860 4,904

引当金 1,433 1,459

その他 1,526 1,541

流動負債合計 13,360 17,463

固定負債   

引当金 789 685

資産除去債務 141 －

繰延税金負債 22,973 19,004

その他 376 112

固定負債合計 24,281 19,802

負債合計 37,642 37,266



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 18,921 16,922

株主資本合計 35,351 33,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,129 28,382

為替換算調整勘定 △99 △76

評価・換算差額等合計 34,029 28,306

新株予約権 184 135

少数株主持分 5,706 5,543

純資産合計 75,271 67,337

負債純資産合計 112,913 104,603



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 54,153 66,052

売上原価 33,836 42,542

売上総利益 20,317 23,509

販売費及び一般管理費 15,495 17,172

営業利益 4,821 6,336

営業外収益   

受取利息 20 19

受取配当金 18 273

その他 30 50

営業外収益合計 70 343

営業外費用   

支払利息 5 6

為替差損 － 87

持分法による投資損失 178 104

その他 111 80

営業外費用合計 295 278

経常利益 4,596 6,401

特別利益   

投資有価証券売却益 1,625 2,608

持分変動利益 168 73

その他 48 89

特別利益合計 1,841 2,771

特別損失   

前期損益修正損 － 1,017

投資有価証券評価損 0 30

減損損失 314 520

持分法による投資損失 145 －

その他 186 341

特別損失合計 647 1,910

税金等調整前四半期純利益 5,791 7,263

法人税、住民税及び事業税 3,294 3,372

法人税等調整額 △144 384

法人税等合計 3,150 3,756

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,506

少数株主利益 767 717

四半期純利益 1,874 2,788



（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 19,027 22,539

売上原価 11,886 14,222

売上総利益 7,140 8,316

販売費及び一般管理費 5,399 5,636

営業利益 1,740 2,680

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 8 11

為替差益 7 －

その他 12 27

営業外収益合計 35 45

営業外費用   

支払利息 0 4

為替差損 － 25

持分法による投資損失 207 35

その他 8 13

営業外費用合計 216 78

経常利益 1,558 2,647

特別利益   

投資有価証券売却益 1,051 839

持分変動利益 80 71

その他 4 12

特別利益合計 1,136 922

特別損失   

投資有価証券評価損 0 29

減損損失 214 102

持分法による投資損失 145 －

その他 132 65

特別損失合計 491 197

税金等調整前四半期純利益 2,203 3,372

法人税、住民税及び事業税 1,333 1,271

法人税等調整額 △39 216

法人税等合計 1,293 1,488

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,884

少数株主利益 284 531

四半期純利益 625 1,352



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 5,791 7,263

減価償却費 1,485 1,387

減損損失 314 520

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,625 △2,608

のれん償却額 638 811

引当金の増減額（△は減少） 328 261

受取利息及び受取配当金 △39 △293

支払利息 5 6

持分法による投資損益（△は益） 323 104

前期損益修正損益（△は益） － 1,017

売上債権の増減額（△は増加） △1,143 △719

仕入債務の増減額（△は減少） 325 △170

その他 △479 △48

小計 5,924 7,531

利息及び配当金の受取額 187 295

利息の支払額 △5 △6

法人税等の支払額 △3,995 △8,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,110 △196

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 △338 △332

無形固定資産の取得による支出 △1,934 △1,470

投資有価証券の取得による支出 △165 △1,207

投資有価証券の売却による収入 1,640 2,701

事業譲受による支出 － △102

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 △241

その他 △1,332 △928

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,784 △1,581

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 13

配当金の支払額 △766 △756

少数株主への配当金の支払額 △387 △421

リース債務の返済による支出 △133 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,077 △1,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 72 △53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,678 △3,026

現金及び現金同等物の期首残高 14,868 18,535

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）

－ △59

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,190 15,449



 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） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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。 

  

〔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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額1,852百万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 
 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

  

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  48,303  17,748  66,052  －  66,052

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  478  175  653  △653  －

計  48,782  17,923  66,705  △653  66,052

セグメント利益  4,299  3,889  8,189  △1,852  6,336



  

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３四半期連結累計期間において511百

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、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） 

 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


	ヘッダー3: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー11: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー12: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー13: ソネットエンタテインメント㈱ (3789) 平成23年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -


