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（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 ％ 

24年３月期  93,353  5.4  10,000  20.8  10,578  30.6  4,050  10.6

23年３月期  88,574  17.1  8,277  24.9  8,102  30.0  3,660  14.8

（注）包括利益 24年３月期 725百万円 （ ％） △91.3   23年３月期 8,374百万円 （ ％） △74.0

  
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 ％ ％ ％ 

24年３月期  15,850.12  15,772.90  6.1  9.7  10.7

23年３月期  14,325.48  14,244.13  5.6  7.4  9.3

（参考）持分法投資損益 24年３月期 17百万円   23年３月期 △216百万円 

  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 

24年３月期  105,154  73,985  62.5  257,040.74

23年３月期  113,067  74,503  60.3  266,653.66

（参考）自己資本 24年３月期 65,683百万円   23年３月期 68,140百万円

  
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 

24年３月期  7,445  △5,368  △1,575  23,275

23年３月期  3,016  2,614  △1,232  22,837

  
年間配当金 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 ％ ％

23年３月期 －  1,500.00 － 1,800.00 3,300.00  843 23.0 1.3

24年３月期 －  1,800.00 － 3,000.00 4,800.00  1,226 30.3 1.8

25年３月期（予想） －  3,400.00 － 3,400.00 6,800.00   30.0  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％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 
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  100,000  7.1  13,300  33.0  13,900  31.4  5,800  43.2  22,697.21

（注）詳細は、添付資料P.３「１．経営成績 （1）経営成績の分析（次期の見通し）」をご覧ください。



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、  除外   社  （社名）  

 
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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   

1 Doctors.net.uk Limited 0 －

（注）詳細は、添付資料P.17「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。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

（注）詳細は、添付資料P.20「会計方針の変更」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 255,538株 23年３月期 255,538株

②  期末自己株式数 24年３月期 －株 23年３月期 －株

③  期中平均株式数 24年３月期 255,538株 23年３月期 255,523株

（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 ％ 

24年３月期  64,204  △2.4  1,745  △26.0  3,107  2.8  2,290  －

23年３月期  65,813  18.3  2,357  △2.6  3,023  2.1  △972  －

  
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 

24年３月期  8,961.72  8,942.50

23年３月期  △3,804.97  －

  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 

24年３月期  80,027  56,300  70.1  219,469.31

23年３月期  93,762  60,913  64.8  237,891.14

（参考）自己資本 24年３月期 56,082百万円   23年３月期 60,790百万円

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

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。



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  4
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  5

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  6
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  8
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  8
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  8
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  8
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  8

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  9
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  9
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  11

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  11
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  12

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  15
   継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  17
   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  17
   会計方針の変更 ……………………………………………………………………………………………………  20
   表示方法の変更 ……………………………………………………………………………………………………  20
   追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  20
   連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  21

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  21
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  25
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  25



（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、東日本大震災の影響による停滞から一部でゆるやかな回復の兆しを見せております

が、依然として内需は低迷し、欧州の金融不安、株安、円高の長期化等の景気の下振れリスクが存在し、先行き不透

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23年12月末で総計3,656

万契約（総務省公表値）となり、平成23年３月末から163万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は2,189万契約

で、平成23年３月末から166万契約増加した一方、DSLの契約数は706万契約で、平成23年３月末から114万契約減少

し、引き続きFTTHへのシフトが続いています。 

    

 このような中、当期における当社グループの売上高は、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、ブロードバンド新規会員獲得が好調に推移したものの、従来のISP料金と回線料金

をパックにして請求するコースからISP料金のみを請求するコースへのサービス仕様変更が進んだこと及び、震災の

影響等で春商戦の新規会員獲得が後倒しになるなど課金化に遅れが生じたことにより、当期における売上高は、前年

同期比1.0％減の63,781百万円（64,444百万円）となり、売上高に占める割合は68.3％（72.8％）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、連結子会社のエムスリー㈱及びモバイルゲームなどオンラインゲ

ームの売上が好調に推移したことにより、当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

22.6％増の29,571百万円（24,130百万円）となり、売上高に占める割合は31.7％（27.2％）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、ブロードバンド会員の増加に伴う限界利益の増加があったものの、前述の課金化

の遅れに加え、中期計画の達成に向けた会員基盤の拡大のため、獲得費を増加させたことにより、前年同期比19.7％

減の4,355百万円（5,421百万円）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、エムスリー㈱の売上の伸びに伴う利益の増加、モバイルゲーム

が好調に推移したことによる利益の増加及びオンラインゲームの構造改革によるコスト削減効果により、前年同期比

49.7％増の8,195百万円（5,473百万円）となりました。 

 また、全社費用である調整額は2,550百万円（2,616百万円）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。 

  

 当期純利益は、前年同期比 ％増の 百万円（ 百万円）となりました。 

 これは主に、関係会社の固定資産を一部減損処理したものの、上記各段階利益が増加したことによるものです。 

  

１．経営成績

5.4 93,353 88,574

20.8 10,000 8,277

30.6 10,578 8,102

10.6 4,050 3,660



平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）                （単位：百万円）  

  

（次期の見通し）  

 当社の平成25年３月期（平成24年４月１日～平成25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、年次により業績管理を行っているため、通期の業績予想のみを開示しています。 

  

■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、オンラインゲーム等に

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けるブロードバンド新規獲得会員からの課金収入の増加が見込まれる他、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。 

  
平成24年３月期 平成23年３月期 

対前年同期増減率 
（当期）    

 売上高 93,353  88,574 ＋ % 5.4

  ネットワーク事業 63,781  64,444 △ % 1.0

  メディア・エンタテインメント事業 29,571  24,130 ＋ % 22.6

 営業利益 10,000  8,277 ＋ % 20.8

  ネットワーク事業 4,355  5,421 △ % 19.7

  メディア・エンタテインメント事業 8,195  5,473 ＋ % 49.7

  調整額 △2,550  △2,616 － 

 経常利益 10,578  8,102 ＋ % 30.6

 当期純利益 4,050  3,660 ＋ % 10.6



(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 百万円となり、前期末と比べて 百万円減少しました。これは、主として連結子会社

エムスリー㈱の子会社取得等によるのれんの増加2,570百万円があったものの、投資有価証券の時価評価等による減

少13,628百万円があったことによるものです。 

 当期末の負債は 百万円となり、前期末と比べて 百万円減少しました。これは、主として法人税等の支

払による未払法人税等の1,233百万円の減少、及び投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債等の固定負債が7,305

百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、当期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加したものの、その他有価証券評価差額金が減少した結果、前

期末比 百万円減の 百万円となり、自己資本比率は62.5％となりました。 

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 百万円の収入、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、前期末に比べて437百万円増加し、当期末には 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 百万円、減価償却費 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。主なマイナス要因は、無形固定資産の

取得による支出 百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 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。 

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／総資産 

   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、有利子負債が僅少な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僅少なため記載していませ

ん。 

  

105,154 7,912

31,169 7,395

517 73,985

7,445 5,368

1,575 23,275

7,445

10,451 2,367 5,186

5,368

2,469 3,197

1,575

919 595

  平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％）  60.3  62.5

時価ベースの自己資本比率（％）  66.8  73.8

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）  －  －



(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、連結当期純利益の30％を目安

といたします。 

 当期は、中間配当金として1,800円、期末配当金として3,000円といたします。 

 この結果、１株当たり年間配当金は4,800円となります。配当性向は、30.3％です。 

 次期は、中間、期末の各１株当たり配当金額を3,400円、年間配当金額は6,800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30.0％となります。 

  

  



 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や、法人向けのネットワークやハウジン

グ、課金・認証機能等のソリューションサービスの提供を行っている「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。 

  

 当社グループは、平成24年３月31日現在、当社並びに連結子会社が22社、持分法適用関連会社が11社の計34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 PCオンライン・モバイルゲームの企画・開発・運営 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％ 

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％ 

エムスリー㈱ インターネットを利用した医療関連サービスの提供 55.9％ 

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㈱ 大規模臨床研究支援事業 
100.0％ 

（100.0％）

㈱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 
39.2％ 

㈱アクトビラ デジタルテレビ向けポータルサービス事業 34.0％ 

㈱エニグモ 
ショッピングコミュニティ「BUYMA」を中心としたインター

ネットサービスの企画・開発・運営 
33.4％ 

クウジット㈱ 
位置情報やAR技術ソリューションを用いたサービス企画・

開発および運営 
 20.4％ 



 （注）１．議決権の所有割合の（ ）は、間接所有割合で内数です。 

２．エムスリー㈱は、東証一部に上場しています。 

  

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 (2）目標とする経営指標 (3）中長期的な会社の経営戦略（4）会社の対処すべき課題 

 平成22年３月期決算短信（平成22年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=795603 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

   

３．経営方針



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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,286 23,785

受取手形及び売掛金 16,395 17,350

商品及び製品 37 72

仕掛品 193 114

原材料及び貯蔵品 40 67

繰延税金資産 1,332 1,071

その他 1,684 3,070

貸倒引当金 △269 △288

流動資産合計 42,701 45,243

固定資産   

有形固定資産   

建物 573 657

減価償却累計額 △178 △202

建物（純額） 394 454

器具・備品 3,469 4,282

減価償却累計額 △2,612 △2,904

器具・備品（純額） 857 1,378

リース資産 55 54

減価償却累計額 △14 △31

リース資産（純額） 40 23

建設仮勘定 89 14

有形固定資産合計 1,382 1,870

無形固定資産   

のれん 3,992 6,563

ソフトウエア 2,496 3,307

その他 3,211 2,275

無形固定資産合計 9,700 12,145

投資その他の資産   

投資有価証券 57,514 43,885

長期貸付金 136 124

繰延税金資産 342 564

その他 1,510 1,497

貸倒引当金 △220 △176

投資その他の資産合計 59,282 45,894

固定資産合計 70,365 59,911

資産合計 113,067 105,154



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,648 6,598

未払費用 2,792 3,323

未払法人税等 3,354 2,121

賞与引当金 517 561

ポイント引当金 561 808

入会促進引当金 513 581

その他の引当金 54 57

その他 1,484 1,634

流動負債合計 15,926 15,687

固定負債   

退職給付引当金 814 948

繰延税金負債 21,340 14,035

資産除去債務 149 186

その他 333 310

固定負債合計 22,638 15,481

負債合計 38,564 31,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,969 7,969

資本剰余金 8,467 8,467

利益剰余金 19,792 22,921

株主資本合計 36,230 39,359

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,987 26,342

為替換算調整勘定 △78 △18

その他の包括利益累計額合計 31,909 26,323

新株予約権 185 323

少数株主持分 6,177 7,978

純資産合計 74,503 73,985

負債純資産合計 113,067 105,154



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 88,574 93,353

売上原価 56,709 56,724

売上総利益 31,865 36,628

販売費及び一般管理費 23,587 26,627

営業利益 8,277 10,000

営業外収益   

受取利息 30 27

受取配当金 278 621

持分法による投資利益 － 17

その他 70 146

営業外収益合計 379 812

営業外費用   

支払利息 10 8

為替差損 75 28

固定資産除却損 143 64

持分法による投資損失 216 －

事務所移転費用 － 77

その他 108 55

営業外費用合計 554 234

経常利益 8,102 10,578

特別利益   

投資有価証券売却益 7,949 680

持分変動利益 73 235

その他 127 37

特別利益合計 8,151 953

特別損失   

前期損益修正損 1,017 －

減損損失 2,983 993

その他 1,211 87

特別損失合計 5,213 1,081

税金等調整前当期純利益 11,040 10,451

法人税、住民税及び事業税 6,564 4,185

法人税等調整額 △337 68

法人税等合計 6,227 4,253

少数株主損益調整前当期純利益 4,813 6,197

少数株主利益 1,153 2,147

当期純利益 3,660 4,050



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 4,813 6,197

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,562 △5,579

為替換算調整勘定 △1 107

その他の包括利益合計 3,560 △5,471

包括利益 8,374 725

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 7,263 △1,535

少数株主に係る包括利益 1,111 2,261



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,965 7,969

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 7,969 7,969

資本剰余金   

当期首残高 8,463 8,467

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 4 －

当期変動額合計 4 －

当期末残高 8,467 8,467

利益剰余金   

当期首残高 16,922 19,792

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △919

当期純利益 3,660 4,050

連結範囲の変動 8 －

その他 △31 △1

当期変動額合計 2,870 3,128

当期末残高 19,792 22,921

株主資本合計   

当期首残高 33,351 36,230

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 8 －

剰余金の配当 △766 △919

当期純利益 3,660 4,050

連結範囲の変動 8 －

その他 △31 △1

当期変動額合計 2,878 3,128

当期末残高 36,230 39,359



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 28,382 31,987

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,604 △5,644

当期変動額合計 3,604 △5,644

当期末残高 31,987 26,342

為替換算調整勘定   

当期首残高 △76 △78

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 59

当期変動額合計 △1 59

当期末残高 △78 △18

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 28,306 31,909

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,602 △5,585

当期変動額合計 3,602 △5,585

当期末残高 31,909 26,323

新株予約権   

当期首残高 135 185

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 137

当期変動額合計 50 137

当期末残高 185 323

少数株主持分   

当期首残高 5,543 6,177

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 634 1,801

当期変動額合計 634 1,801

当期末残高 6,177 7,978

純資産合計   

当期首残高 67,337 74,503

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 8 －

剰余金の配当 △766 △919

当期純利益 3,660 4,050

連結範囲の変動 8 －

その他 △31 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,286 △3,646

当期変動額合計 7,165 △517

当期末残高 74,503 73,985



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 11,040 10,451

減価償却費 1,885 2,367

のれん償却額 1,079 881

減損損失 2,983 993

持分変動利益 △73 △235

持分法による投資損益（△は益） 216 △17

投資有価証券評価損益（△は益） 221 58

投資有価証券売却損益（△は益） △7,949 △680

賞与引当金の増減額（△は減少） 72 38

退職給付引当金の増減額（△は減少） 130 124

貸倒引当金の増減額（△は減少） 239 △29

ポイント引当金の増減額（△は減少） 93 247

その他の引当金の増減額（△は減少） 25 47

受取利息及び受取配当金 △309 △648

支払利息 10 8

固定資産除却損 321 81

前期損益修正損益（△は益） 1,017 －

売上債権の増減額（△は増加） △117 △645

たな卸資産の増減額（△は増加） △115 55

その他の流動資産の増減額（△は増加） △184 △1,459

仕入債務の増減額（△は減少） △324 △129

未払費用の増減額（△は減少） 57 376

その他の流動負債の増減額（△は減少） △83 38

その他 506 45

小計 10,744 11,971

利息及び配当金の受取額 311 669

利息の支払額 △10 △8

法人税等の支払額 △8,028 △5,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,016 7,445



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △126 △8

定期預金の払戻による収入 50 50

投資有価証券の取得による支出 △1,570 △321

投資有価証券の売却による収入 8,057 1,782

有形固定資産の取得による支出 △507 △1,212

有形固定資産の売却による収入 8 0

無形固定資産の取得による支出 △2,066 △2,469

敷金及び保証金の差入による支出 △404 △244

敷金及び保証金の回収による収入 137 226

長期前払費用の増加による支出 △210 △37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△241 △3,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 52

事業譲受による支出 △102 －

貸付けによる支出 △154 △0

貸付金の回収による収入 0 35

その他 △254 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,614 △5,368

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 － 20

短期借入金の返済による支出 △26 △108

長期借入金の返済による支出 － △124

株式の発行による収入 8 －

配当金の支払額 △766 △919

子会社の株式発行による収入 13 153

少数株主への配当金の支払額 △419 △595

リース債務の返済による支出 △41 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,232 △1,575

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,361 437

現金及び現金同等物の期首残高 18,535 22,837

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期末残高 22,837 23,275



 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 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 22社 

 主要な連結子会社の名称 

  So-net Entertainment Taiwan Ltd. 

  ㈱ゲームポット 

  ソネット・メディア・ネットワークス㈱ 

  モーションポートレート㈱ 

  エムスリー㈱ 

 上記のうち、リノ・メディカル㈱、㈱エムプラス（旧 学会研究会jp㈱）、

Doctors.net.uk Limited、㈱メディカル・パイロット、㈱フジ・シー・アール・

エス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連

結の範囲に含めています。 

 また、㈱GPコアエッジは当連結会計年度において㈱ゲームポットを存続会社と

して吸収合併したことから、ソネットキャピタルパートナーズ㈱は当連結会計年

度において清算結了したことから連結の範囲から除外しています。 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 11社 

  主要な持分法適用の関連会社 

  ㈱アクトビラ 

  ㈱ゼータ・ブリッジ 

  ㈱エニグモ 

  クウジット㈱ 

 上記のうち、㈱Funigloo、㈱エー・アイ・ピーは当連結会計年度において新た

に株式を取得して関連会社になったことから持分法の適用範囲に含めています。

  (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。 

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、㈱IPM、M3 USA Corporation及びMedQuarter Online GmbH

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、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、EMS Research Limitedの事業年度の末日は６月30日、リノ・メディ

カル㈱の事業年度の末日は７月31日、㈱メディカル・パイロットの事業年度の末

日は８月31日、Doctors.net.uk Limitedの事業年度の末日は12月31日、㈱フジ・

シー・アール・エスの事業年度の末日は２月29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、EMS Research Limited、リノ・メディカル㈱、

㈱メディカル・パイロット、Doctors.net.uk Limited、㈱フジ・シー・アール・

エスについては２月29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 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24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。） 

  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。 

  (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。 

  (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） 

  (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） 

(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。 

  (ⅱ) 無形固定資産 

 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。 

  (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。 



  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24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。 

  (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。 

  (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。 

  (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。 

  (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。 

  (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。 

(4) 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。 

(5) のれんの償却方法及び償却期

間 

 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。 

(6) 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。 

(7) 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。 



  

   

  

会計方針の変更

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１

株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しています。 

 なお、これによる影響額については、「１株当たり情報」に記載しています。 

表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めていた「持分変動利益」は、特別利益の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年

度の連結財務諸表の組替えを行っています。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別利益の「その他」に表示していた 百万円は、「持分変

動利益」として組み替えています。 

（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・フローの「その他」に含めていた「持分変動利益」は、金額

的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に表示していた 百万円は、「持分変動利益」として組み替えています。  
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追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 



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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。 

 たな卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しています。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。  

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（注）１ 調整額の内容は以下の通りです。 

(1) セグメント利益の調整額2,616百万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) セグメント資産の調整額15,698百万円は全社資産の金額であり、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す。 

(3) 減価償却費の調整額207百万円は、全社資産に係る償却費です。  

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額203百万円は、主に資産除去債務の計上に伴うもの

です。 

２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

  

注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 

（百万円） 
（注）１ 

連結財務諸表 
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  64,444  24,130  88,574  －  88,574

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 632  232  864  △864  －

計  65,076  24,362  89,438  △864  88,574

セグメント利益  5,421  5,473  10,894  △2,616  8,277

セグメント資産  17,087  80,281  97,369  15,698  113,067

その他の項目           

減価償却費  735  942  1,678  207  1,885

のれんの償却費  448  630  1,079  －  1,079

持分法適用会社への投資額  －  895  895  －  895

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

 829  2,503  3,332  203  3,535



 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（注）１ 調整額の内容は以下の通りです。 

(1) セグメント利益の調整額2,550百万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) セグメント資産の調整額15,360百万円は全社資産の金額であり、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す。 

(3) 減価償却費の調整額195百万円は、全社資産に係る償却費です。  

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額56百万円は、主にソフトウェアの計上に伴うもので

す。 

２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

  

  

報告セグメント 
調整額 

（百万円） 
（注）１ 

連結財務諸表 
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  63,781  29,571  93,353  －  93,353

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 560  214  775  △775  －

計  64,342  29,786  94,128  △775  93,353

セグメント利益  4,355  8,195  12,551  △2,550  10,000

セグメント資産  18,072  71,721  89,794  15,360  105,154

その他の項目           

減価償却費  917  1,255  2,172  195  2,367

のれんの償却費  438  443  881  －  881

持分法適用会社への投資額  －  1,393  1,393  －  1,393

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

 2,076  1,896  3,972  56  4,028



Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１ 製品及びサービスごとの情報 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。 

  

(2) 有形固定資産 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省略してい

ます。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１ 製品及びサービスごとの情報 

  

２ 地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。 

  

(2) 有形固定資産 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省略してい

ます。 

  

ｂ．関連情報

  

  

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） 

合計 
（百万円） 

外部顧客への売上高  64,444  24,130  88,574

日本 
（百万円） 

台湾 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

 1,241  121  20  1,382

  

  

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） 

合計 
（百万円） 

外部顧客への売上高  63,781  29,571  93,353

日本 
（百万円） 

台湾 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

 1,711  99  58  1,870



前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
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） 

全社・消去 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

減損損失  8  2,975  －  2,983

  
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） 

全社・消去 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

減損損失  －  993  －  993

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  
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） 

全社・消去 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

当期償却額  448  630  －  1,079

当期末残高  1,241  2,751  －  3,992

  
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） 

全社・消去 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

当期償却額  438  443  －  881

当期末残高  803  5,760  －  6,563

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



  

（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、以下の通りです。 

（会計方針の変更） 

 「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度における会計方針の変更は遡及修正され、前連結会計年度につ

いては遡及適用後の連結財務諸表となっています。この結果、遡及修正を行う前と比べて、前連結会計年度の１株当た

り純資産、１株当たり当期純利益金額は変更ありませんが、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、1.12円増加

しています。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 

１株当たり純資産額    円   銭 266,653 66    円   銭 257,040 74

１株当たり当期純利益金額    円 銭 14,325 48    円 銭 15,850 12

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円   銭 14,244 13 円   銭 15,772 90

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24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）  3,660  4,050

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）  3,660  4,050

普通株式の期中平均株式数（株）  255,523  255,538
  

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）  15  11

 （うち関係会社の潜在株式調整額） (  ) 15 (  ) 11

普通株式増加数（株）  393  549

（うち新株予約権） ( ) 393 ( ) 549

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 

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 株） 

 アイチケット㈱ 

 新株予約権１種類 

（新株予約権の数 株）

880

16,981

連結子会社 

 ────── 

  

   

 アイチケット㈱ 

 新株予約権１種類 

（新株予約権の数 株）16,981

（重要な後発事象）
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