
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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（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 ％ 

25年３月期第２四半期  47,658  5.3  5,944  38.2  6,519  34.3  2,647  25.4

24年３月期第２四半期  45,278  4.1  4,301  17.6  4,853  29.3  2,111  47.0

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 7,326百万円（ ％） 38.4   24年３月期第２四半期 5,294百万円 （20.3％） 

  
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 

25年３月期第２四半期  10,359.72  10,325.40

24年３月期第２四半期  8,261.58  8,197.04

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  114,032  80,008  62.2

24年３月期  105,154  73,985  62.5

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 70,933百万円   24年３月期 65,683百万円 

  
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 

24年３月期 － 1,800.00 － 3,000.00  4,800.00

25年３月期 － 0.00     

25年３月期（予想）     － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 255,538株 24年３月期 255,538株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 255,538株 24年３月期２Ｑ 255,538株

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。 

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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要などにより回復傾向が見られたもの

の、欧州債務危機などを背景とした海外経済減速や、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24年６月末で総計

3,820万契約（総務省公表値）となり、平成24年３月末から97万契約増加しました。そのうちFTTHの契約数は2,284万

契約で、平成24年３月末から54万契約増加した一方、DSLの契約数は634万契約で、平成24年３月末から36万契約減少

し、引き続きFTTHへのシフトが続いています。 

    

 このような中、当第２四半期連結累計期間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、引き続き従来の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等に

より、当第２四半期連結累計期間における売上高は、前年同期比0.5％減の31,786百万円（31,933百万円）となり、

売上高に占める割合は66.7％（70.5％）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㈱が好調に推移したこと等により、当第

２四半期連結累計期間におけるメディア・エンタテインメント事業の売上高は、前年同期比18.9％増の15,871百万円

（13,344百万円）となり、売上高に占める割合は33.3％（29.5％）となりました。 

  

 営業利益は、前年同期比38.2％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こと等により、前年同

期比44.2％増の3,106百万円（2,154百万円）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等により、前年同

期比19.7％増の4,142百万円（3,460百万円）となりました。 

 また、全社費用である調整額は1,304百万円（1,313百万円）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。 

  

当第２四半期連結累計期間 連結業績                          （単位：百万円）

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

5.3 47,658

45,278

5,944 4,301

34.3 6,519 4,853

25.4 2,647 2,111

  
平成25年３月期 平成24年３月期 

対前年同期増減率 
第２四半期 第２四半期 

 売上高  47,658 45,278 ＋ % 5.3

  ネットワーク事業 31,786 31,933 △0.5% 

  メディア・エンタテインメント事業 15,871 13,344 ＋18.9% 

 営業利益  5,944 4,301 ＋ % 38.2

  ネットワーク事業 3,106 2,154 ＋44.2% 

  メディア・エンタテインメント事業 4,142 3,460 ＋19.7% 

  調整額 △1,304 △1,313 － 

 経常利益  6,519 4,853 ＋ % 34.3

 四半期純利益  2,647 2,111 ＋ % 25.4



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて 百万円増加しま

した。これは、主として投資有価証券の時価評価等による増加 百万円があったことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて 百万円増加しまし

た。これは、主として投資有価証券の時価評価等に伴う繰延税金負債の増加 百万円があったことによるもの

です。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の増加及び四半期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加した結果、前連結

会計年度末比 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２四半期連結累計期間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、前連結会計年度末に比べて 百

万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には 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、税金等調整前四半

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、投資有価証券の

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、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 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25年３月期の連結業績予想については、全体としては予想通りに推移しています。また、支配株主であるソ

ニー㈱による当社株券等に対する公開買付けの実施に伴い、株価算定費用、第三者委員会報酬、弁護士報酬等の

TOB関連費用を計上しておりますが、現在のところ通期連結業績予想に与える影響が軽微であるため、平成24年４

月26日に公表した連結業績予想から修正は行っていません。 

 なお、当社は、平成24年８月９日開催の当社取締役会において、支配株主であるソニー㈱（以下「公開買付者」

といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権に対する公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明することを決議いたしました。 

 平成24年８月10日から同年９月20日に実施された本公開買付けの結果、公開買付者は、平成24年９月27日（決済

日）に当社普通株式96,511株を取得し、買付け等後における当社普通株式は213,071株（株式所有割合83.38％）と

なり、公開買付者の完全子会社である㈱ソニーファイナンスインターナショナルによる保有分と合わせて、

245,181株（株式所有割合95.94％）となりました。 

 当社は、今後、公開買付者による当社の完全子会社化を推進するため、公開買付け後に公開買付者を完全親会

社、当社を完全子会社とする株式交換を実施する予定であり、これに伴い公開買付者により完全子会社化され、当

社株式は、上場廃止になる予定です。 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・会計方針の変更 

 当社及び主要な国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額

法に変更しています。 

 これは、定率法を用いる有形固定資産の大部分を占めるネットワーク事業において、有形固定資産の保有状況を

見直した結果、ネットワーク関連サービスの使用が耐用年数内で平準化していることから、設備コストを毎期平均

的に負担させる定額法の採用が、より事業の実態を反映した合理的な方法であり、当連結会計年度より親会社であ

るソニー㈱が有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更することに伴う親子会社間の会計方針の統一

の観点からも望ましいと判断したためです。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,785 24,238

受取手形及び売掛金 17,350 17,765

有価証券 － 301

商品及び製品 72 72

仕掛品 114 117

原材料及び貯蔵品 67 67

繰延税金資産 1,071 1,435

その他 3,070 2,101

貸倒引当金 △288 △298

流動資産合計 45,243 45,801

固定資産   

有形固定資産 1,870 2,083

無形固定資産   

のれん 6,563 6,916

ソフトウエア 3,307 3,180

その他 2,275 2,433

無形固定資産合計 12,145 12,530

投資その他の資産   

投資有価証券 43,885 51,547

長期貸付金 124 109

繰延税金資産 564 602

その他 1,497 1,523

貸倒引当金 △176 △165

投資その他の資産合計 45,894 53,617

固定資産合計 59,911 68,230

資産合計 105,154 114,032

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,598 6,095

未払費用 3,323 3,101

未払法人税等 2,121 2,738

引当金 2,008 2,367

その他 1,634 2,258

流動負債合計 15,687 16,560

固定負債   

引当金 948 1,029

資産除去債務 186 168

繰延税金負債 14,035 15,951

その他 310 313

固定負債合計 15,481 17,463

負債合計 31,169 34,024



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

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 22,921 24,798

株主資本合計 39,359 41,236

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,342 29,791

為替換算調整勘定 △18 △95

その他の包括利益累計額合計 26,323 29,696

新株予約権 323 340

少数株主持分 7,978 8,734

純資産合計 73,985 80,008

負債純資産合計 105,154 114,032



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 45,278 47,658

売上原価 28,081 27,755

売上総利益 17,197 19,903

販売費及び一般管理費 12,896 13,959

営業利益 4,301 5,944

営業外収益   

受取利息 12 11

受取配当金 620 650

その他 82 70

営業外収益合計 716 733

営業外費用   

支払利息 5 2

為替差損 84 30

固定資産除却損 5 73

持分法による投資損失 45 31

その他 23 19

営業外費用合計 163 157

経常利益 4,853 6,519

特別利益   

投資有価証券売却益 529 114

持分変動利益 207 90

その他 35 －

特別利益合計 772 204

特別損失   

減損損失 519 266

TOB関連費用 － 225

その他 13 18

特別損失合計 532 509

税金等調整前四半期純利益 5,093 6,214

法人税、住民税及び事業税 1,989 2,641

法人税等調整額 △30 △359

法人税等合計 1,958 2,281

少数株主損益調整前四半期純利益 3,134 3,933

少数株主利益 1,023 1,286

四半期純利益 2,111 2,647



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,134 3,933

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,371 3,531

為替換算調整勘定 △212 △139

その他の包括利益合計 2,159 3,392

四半期包括利益 5,294 7,326

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,350 6,020

少数株主に係る四半期包括利益 943 1,306



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 5,093 6,214

減価償却費 1,088 1,095

減損損失 519 266

投資有価証券売却損益（△は益） △529 △114

のれん償却額 406 486

引当金の増減額（△は減少） 190 327

受取利息及び受取配当金 △633 △662

支払利息 5 2

持分法による投資損益（△は益） 45 31

TOB関連費用 － 225

売上債権の増減額（△は増加） △242 0

仕入債務の増減額（△は減少） △318 △511

その他 △497 △184

小計 5,127 7,177

利息及び配当金の受取額 654 679

利息の支払額 △5 △2

TOB関連費用 － △187

法人税等の支払額 △3,143 △1,945

法人税等の還付額 － 1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,633 6,929

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 △376 △153

無形固定資産の取得による支出 △1,017 △1,199

投資有価証券の取得による支出 △276 △2,237

投資有価証券の売却による収入 1,576 148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,584 △2,042

その他 △114 208

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,793 △5,276

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 － 30

短期借入金の返済による支出 △100 －

長期借入金の返済による支出 △79 －

子会社の株式発行による収入 126 62

配当金の支払額 △459 △766

少数株主への配当金の支払額 △592 △646

その他 － 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,106 △1,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,328 340

現金及び現金同等物の期首残高 22,837 23,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,508 23,615



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（セグメント情報） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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 

（注）１．セグメント利益の調整額1,313百万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。 

  

２．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２四半期連結累計期間に

おいて519百万円です。 

（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㈱が新た

にDoctors.net.uk Limitedの株式を取得し連結の範囲に含めたことから、当第２四半期連結累計期間において

のれんが2,478百万円増加しています。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

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  31,933  13,344  45,278  －  45,278

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 265  110  375  △375  －

計  32,199  13,455  45,654  △375  45,278

セグメント利益  2,154  3,460  5,614  △1,313  4,301



当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．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 

（注）１．セグメント利益の調整額1,304百万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。 

  

２．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２四半期連結累計期間に

おいて266百万円です。 

（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㈱が新た

に㈱MICメディカルの株式を取得し連結の範囲に含めたことから、当第２四半期連結累計期間においてのれん

が1,001百万円増加しています。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

   

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 「２．（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記載の通り、当社及び主要な国内連

結子会社は、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更していま

す。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微です。   

   

該当事項はありません。 

  

  

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  31,786  15,871  47,658  －  47,658

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 193  100  294  △294  －

計  31,980  15,972  47,953  △294  47,658

セグメント利益  3,106  4,142  7,248  △1,304  5,944

（７）重要な後発事象
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