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1.  21年4月期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 

※ 平成19年４月期の連結財務諸表を作成していないため、20年４月期の対前期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

21年4月期 10,767 33.4 1,575 84.5 1,522 116.6 1,674 164.8
20年4月期 8,074 ― 853 ― 702 ― 632 ―

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 ％ ％ ％

21年4月期 36,393.95 35,475.62 47.1 13.0 14.6
20年4月期 14,112.33 13,682.12 28.8 12.0 10.6

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4月期  ―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

21年4月期 14,395 5,290 31.1 96,710.12
20年4月期 8,983 2,660 29.4 58,009.18

（参考） 自己資本   21年4月期  4,473百万円 20年4月期  2,636百万円

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

21年4月期 2,294 △718 849 4,020
20年4月期 939 △4,112 3,428 1,594

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年4月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 138 8.2 3.9
22年4月期 

（予想）
― 0.00 ― 3,600.00 3,600.00 8.3

3.  22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

6,600 23.9 860 0.0 1,000 20.4 900 3.3 19,455.67

通期 15,500 44.0 1,900 20.6 2,200 44.5 2,000 19.4 43,234.83



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  

(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） 

※詳細は、21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」、25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の変更」を
ご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 2社 （社名
メディアエクスチェンジ株式会社、株
式会社ギガプライズ

） 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） 21年4月期 46,259株 20年4月期 45,458株
② 期末自己株式数 21年4月期  ―株 20年4月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年4月期の個別業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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 ％

21年4月期 6,314 22.1 827 163.1 749 392.4 902 635.3
20年4月期 5,170 17.9 314 42.9 152 △15.9 122 △47.5

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

21年4月期 19,618.44 19,123.41
20年4月期 2,739.50 2,655.99

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

21年4月期 10,380 3,214 30.7 68,979.27
20年4月期 8,152 2,151 26.1 46,798.18

（参考） 自己資本 21年4月期  3,190百万円 20年4月期  2,127百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照してください。 



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

　当期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の混乱や世界的な景気後退を背

景に、企業収益の大幅な悪化や個人消費の低迷など、景気の減速が一層鮮明になる展開となりました。

インターネットの分野においては、ブロードバンド契約者数が平成20年12月末時点で3,011万契約となり、中でも

FTTHの契約数はDSLアクセスサービスの契約数を上回る1,442万契約（総務省公表値）となるなど、利用者数の増加と

ともに通信環境の高品質化が進展しております。

このような環境の中、当社グループは、主に事業者向けのブロードバンドインフラストラクチャー提供サービス及

び個人向けのインターネット接続サービスから構成される「ブロードバンド化事業」と、主に事業者向けにユビキタ

スプラットフォームを技術ライセンス又はASPとして提供するサービス及び個人向けに次世代のユビキタスネットワー

クサービスを提供するUbiquitous HUBサービスから構成される「ユビキタス化事業」の拡大を図るべく積極的に事業

を展開してまいりました。

当期においては、ブロードバンド化事業であるISP事業者向けのネットワークサービスとユビキタス化事業の事業者

向けサービスが堅調に推移したことや、前連結会計年度の下半期より連結子会社化した株式会社ドリーム・トレイン・

インターネット（以下「DTI」といいます）の業績が通期で加算されたこと等により、前年同期と比較すると売上高、

利益ともに大幅に増加しております。

特に利益面については、DTIや事業譲渡により取得したテレコミュニケーション関連事業等の融合に際して、積極的

に事業構造改革を推進したことにより事業原価率が大幅に低下し、収益構造が強化されたため拡大幅が大きくなって

おります。

以上の結果、当社のブロードバンド化事業の売上高につきましては、前年同期比35.7％増の8,140,036千円、ユビキ

タス化事業の売上高につきましては、前年同期比26.5％増の2,627,392千円となったことから、当期連結会計期間の全

体の売上高は10,767,429千円となり、前期連結会計期間の売上高8,074,116千円と比較すると2,693,313千円(前年同期

比33.4％増)の増加となりました。

サービス区分別売上高の対前期増減率

サービス区分

平成20年４月期

（自　平成19年５月１日

至　平成20年４月30日）

平成21年４月期

（自　平成20年５月１日

至　平成21年４月30日）

対前期増減率（％）　

 ブロードバンド化事業（千円） 5,997,306 8,140,036 ＋35.7　

 ユビキタス化事業（千円） 2,076,809 2,627,392 ＋26.5　

合計（千円） 8,074,116 10,767,429 ＋33.4　

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

売上原価につきましては、DTIやテレコミュニケーション関連事業が追加されたことに伴うネットワーク関連費用や

サーバ機器のリース料、ソフトウェア資産の減価償却費等が増加し事業原価総額は増加しましたが、グループ全体で

の購買力の向上及び合理化等によって売上総利益の増加につながる状況となっております。これらにより全体の売上

原価は前年同期比20.5％増の6,249,777千円、売上総利益は前年同期比56.4％増の4,517,651千円となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、DTIやテレコミュニケーション関連事業が追加されたことに伴う増加はあり

ましたが、当該事業については構造改革を急速に進めたことによって大幅な費用の抑制を実現しております。この結

果、当期の販売費及び一般管理費は、2,942,226千円(前年同期比44.6％増)となり営業利益の増加につながる費用額に

留まっております。

営業外費用につきましては、主にDTI買収の際の資金調達に伴い金融機関から借り入れた資金に対する支払利息が発

生したこと等により62,245千円となりました。

特別利益につきましては、コールセンター業務のうち、顧客の事業所内で業務委託を受ける事業を売却したこと等

により34,318千円となりました。

また、繰延税金資産の発生等により、法人税等調整額として△129,741千円を計上しております。

以上の結果、当連結会計年度におきましては、営業利益は前年同期比84.5%増の1,575,425千円、経常利益は、前年

同期比116.6％増の1,522,373千円、当期純利益は前年同期比164.8％増の1,674,448千円となり過去最高の業績となり

ました。



当連結会計年度と前連結会計年度の業績比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

平成20年４月期（A）

（自　平成19年５月１日

至　平成20年４月30日）

平成21年４月期（B）

（自　平成20年５月１日

至　平成21年４月30日）

差異（B－A）
対前年同期

増減率（％）

　売上高 8,074 10,767 2,693 ＋33.4

　売上総利益 2,888 4,517 1,629 ＋56.4

　販売費及び一般管理費 2,034 2,942 907 ＋44.6

　営業利益 853 1,575 721 ＋84.5

　経常利益 702 1,522 819 ＋116.6

　当期純利益 632 1,674 1,042 ＋164.8

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

②次期の業績見通し（平成21年５月１日～平成22年４月30日）

　当社グループの平成22年４月期の連結業績の見通しは以下のとおりであります。

　　売上高　　　15,500百万円（前期比　 44.0％増）

　　営業利益　　 1,900百万円（前期比　 20.6％増）

　　経常利益　　 2,200百万円（前期比　 44.5％増）

　　当期純利益　 2,000百万円（前期比　 19.4％増）

当社グループを取り巻く環境においては、引き続きインターネット利用者の増加や、FTTH及びモバイルブロードバ

ンド等による通信環境の向上などにより、インターネット関連市場の拡大が続くものと思われます。こうした状況の

もと当社グループにおきましては、引き続きFTTH等のブロードバンド接続サービスの売上拡大に努めながら、ユビキ

タスネットワーク社会の到来に備えた新たなサービスの開発を続け持続的な成長を目指してまいります。

当社グループの平成22年４月期（平成21年５月１日～平成22年４月30日）の業績予想の前提となる要因は下記のと

おりです。

■ 前年度に買収等をした事業（DTIにおけるISP事業の事業譲り受け、メディアエクスチェンジ株式会社（以下

「MEX」といいます）、株式会社ギガプライズ）が、通年で業績に寄与するため、大幅な売上の増加が見込まれ

ます。

■ 営業利益については、前年度に買収等をした事業の原価や販売費及び一般管理費、のれん代の償却等が加わるこ

とや、MEXについては事業再建中であることから営業損失が発生する見込みでありますが、全体としては売上の

増加により吸収し増益となることを見込んでおります。

■ 経常利益については、営業利益の増加に加えMEXの買収に伴い、負ののれんが発生することから、大幅な増益と

なることを見込んでおります。

■ 当期純利益は、DTI、MEXにおいて多額の税務上の繰越欠損金が存在することから、グループで実際に発生する税

金の金額は通常の税率より非常に低くなると見込んでおります。

■ 平成22年４月期においてもISP事業やテクノロジー関連事業等、当社グループの戦略に合致する事業については

積極的に買収を進めていく計画であるため、買収が実現した場合には、売上、費用、利益が大きく変動する可能

性があります。

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おります。上記の記載は今回の業績予想に関わる全ての要因を網羅したものではなく、また上

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

①資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

　　当連結会計年度の総資産は、前期末比5,411,599千円増加の14,395,230千円となりました。

これは、主に株式会社ＩＳＡＯ及び株式会社ビワローブのインターネット接続サービス事業の取得等によるのれ

んが882,094千円増加したこと、また、MEXの株式を取得したことに伴う同社資産の連結等により現金及び預金が

1,326,219千円、有価証券が1,099,050千円、投資有価証券が915,904千円増加したことなどによるものです。



（負債の部）

　　　　当連結会計年度の負債合計は、前期末比2,781,727千円増加の9,104,626千円となりました。

これは、主にMEXの株式取得に係る短期借入金の増加と、同社の負債を連結したこと、また同社の純資産と子会社

株式取得価額の差額を負ののれんとして計上したことによるものです。

（純資産の部）

　　当連結会計年度の純資産合計は、前期末比2,629,871千円増加の5,290,604千円となりました。

これは、主に、当期純利益計上による利益剰余金が1,674,448千円増加したこと、またMEXの株式取得に伴い少数

株主持分を793,139千円計上したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は、4,020,018千円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、2,294,474千円の増加となりました。これは、主に、税金等調整前当期純利益が1,548,096

千円、減価償却費が393,891千円、のれん償却額491,516千円があったことよるものです。

　なお、未払金及び未払費用において、経過勘定の定義を見直したことにより、未払金の増加及び未払費用の減少

が発生しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、718,449千円の減少となりました。これは、主にMEXの連結子会社化により、連結範囲の

変更を伴う子会社株式の取得による収入223,543千円があったものの、株式会社ＩＳＡＯ及び株式会社ビワローブの

インターネット接続サービス事業の取得等に伴う無形固定資産の取得による支出868,786千円があったことによるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は、849,270千円の増加となりました。主にMEXの株式取得等にに伴う短期借入金の純増額

1,410,000千円と、長期借入金の返済による支出676,000千円によるものです。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成20年４月期 平成21年４月期　

 自己資本比率（％） 29.4 31.1

 時価ベースの自己資本比率（％） 313.2 165.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.1 2.1

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.9 38.9

 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／営業キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

(注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

(注３）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、経営基盤の強化、確立を図ると共に、経営環境の変化が激しいインターネット業界において確

固たる地位を築くためには、今後も積極的な技術開発、事業開発への対応が必要であると考えております。このた

め、キャッシュ・フローの増大、内部留保の充実を図ることは重要課題であると認識しております。一方、当社が

目指す中長期的な視点で事業拡大を図る方針に対する理解を深めていただくためには、株主への利益還元を実施す

ることが重要であると考えております。

当期は、１株当たり3,000円の期末配当を実施させていただく予定です。



次期の配当金につきましては、当期の配当額を基礎として、期末で１株当たり3,600円の配当を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項も含め、投資家の投資判断上重要と

考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グルー

プは、これらのリスクが発生する可能性を認識した上でその発生の予防及び対応に努力する方針です。

 

①ブロードバンド化事業の事業内容について

ⅰ）ブロードバンド市場の将来性について

　日本におけるインターネット利用者数は増加してきております。また、常時接続及び高速接続を実現するADSL

や光ファイバー等の契約数が平成20年12月末時点で3,011万契約に達し（総務省公表値）、ブロードバンド市場

の拡大は依然進んでおります。

　しかしながら、ブロードバンド関連サービスの歴史はまだ浅く、今後の普及や将来性に関して予測のつかな

い事態が発生した場合や、技術革新などの理由により環境が変化した場合には、当社グループの事業及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

ⅱ）ネットワーク回線、データセンターの賃貸借契約について

　当社グループは、ネットワーク回線及びデータセンターの設備の一部を自社で保有することなく、他社（主

にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社及び三菱電機情報ネットワーク株式会社）の回線及び施

設内に、自社の仕様に合わせた機器を設置し、顧客にサービスを提供する形態により事業展開しております。

　当社グループとしましては、ネットワーク回線及びデータセンターの設備所有者との間でサービス提供契約

及び賃貸借契約を締結し、契約期間満了後も賃貸借契約の継続を予定しております。しかしながら、所有者が

何らかの理由で、契約の継続を全部もしくは一部拒絶した場合、又は契約内容の変更等を求めてきた場合には、

当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ⅲ）システム障害について

　当社グループの使用するネットワーク回線及びデータセンターは、主にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社及び三菱電機情報ネットワーク株式会社からサービス提供契約及び賃貸借契約を締結して提供を

受けております。従いまして当該データセンターは登録電気通信事業者として基準とされている迂回経路を確

保した冗長構成、大規模地震に耐えられる耐震構造、消火設備、停電時に備えたバックアップ電源等、24時間

365日安定した運用ができるよう最大限の業務継続対策が講じられております。

　しかしながら、サイバーアタック、システム又はハードウェアの不具合、電力会社の電力不足や大規模停電、

想定したレベルをはるかに超える地震、台風、洪水等の自然災害、戦争、テロ、事故等、予測不可能な事態に

よってシステム障害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅳ) 競合について

　当社子会社DTIの事業であるISP事業や、MEXの事業であるデータセンター事業においては、当社グループに比

べ大きな資本力、販売力等の経営資源、幅広い顧客基盤、高い知名度を有している企業が存在します。このよ

うな中で商品の差別化を図るべく諸々の施策を展開しておりますが、他社の競合サービスに対して優位性を保

持しうる保証はありません。こうした競合他社との競争がさらに激化した場合には、収益性や販売力が低下し、

当社グループの経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

 

②ユビキタス化事業の事業内容について

ⅰ）ユビキタスネットワーク市場の将来性について

　日本におけるブロードバンドの急速な普及は、インターネットへの常時接続、大容量データ受信を安価に行

うことを可能にしました。これは、パーソナルコンピューターや携帯電話などインターネットに接続できる機

器の高度化と相まって、消費者がどこにいてもインターネットに接続することのニーズを高め、ユビキタスネッ

トワーク市場の土壌が着々と整備されてきていることでもあり、今後、ユビキタスネットワーク市場の拡大が

見込まれております。

　しかしながら、多くのユビキタスネットワーク関連サービスは始まったばかりのものであり、今後の普及や

将来性に関して予測のつかない事態が発生した場合や、日本のネットワーク環境が劇的に変化した場合には、

当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ⅱ）競合について



　当社の事業は、ISP事業者やインターネットを事業に活用したいと考えている機器メーカー、IT企業等に対し

てネットワークインフラ及び技術力を利用してサービスを提供することを特徴としており、事業開始時に相応

の設備投資を必要とするため、比較的参入障壁が高い事業に属していると認識しております。しかしながら、

今後登場する可能性がある他社の競合サービスに対して技術的、価格的に優位性を保持しうる保証はありませ

ん。

　特に、今後大きな発展が見込まれているユビキタスネットワーク関連市場をターゲットにしているユビキタ

ス化事業においては、資本力、マーケティング力において、当社より優れ、より高い知名度や専門性を有する

大手企業等の参入が生じる可能性があり、競争の激化やその対策のためのコスト負担等により、当社グループ

の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

③業績の推移について

　当社の最近５年間における主要な経営指標の推移は次のとおりであります。

（単位　千円）

第５期 第６期 第７期 第８期連結 第９期連結

(平成17年４月期) (平成18年４月期) (平成19年４月期) (平成20年４月期) (平成21年４月期)

売上高 3,561,886 3,712,965 4,384,607 8,074,116 10,767,429

　ブロードバンド化事業 3,084,019 2,848,112 2,947,335 5,997,306 8,140,036

　ユビキタス化事業 477,866 864,852 1,437,272 2,076,809 2,627,392

経常利益又は経常損失（△） △277,155 87,901 180,969 702,922 1,522,373

当期純利益又は当期純損失（△） △454,964 88,504 233,641 632,389 1,674,448

純資産額 339,744 1,205,686 1,755,553 2,660,732 5,290,604

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

 ２．上記数値においては連結の数値は第８期以降となっております。

 

　当社グループでは、ブロードバンド化事業で安定した収益を確保しつつ、ユビキタス化事業で更なる成長へ

向けた事業展開を図っているところですが、ブロードバンド化事業の収益が更に低下した場合、ユビキタス化

事業の市場が当社が想定したほど成長しなかった場合、又はユビキタス化事業が想定するスピードで進捗しな

かった場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、平成12年５月の設立であり、社歴が浅く、上記のようにブロードバンド化事業及び

ユビキタス化事業とも業歴も浅く、過去の実績が十分でないことから、過年度の経営成績だけでは、今後の当

社の業績判断をする材料としては不十分な面があります。

 

④法的規制について

　当社及び当社子会社は、いずれも電気通信事業者として総務省に届出を行っており、電気通信事業法及び関連

する省令等を遵守しております。現在のところ、電気通信設備規模より総務大臣による登録を必要としないため、

当該法令上届出の取り消し事項等はなく、また当該法令等による当社グループの事業に重要な影響を及ぼす規制

の強化が行われるという認識はありませんが、今後、これらの法律及び省令が変更された場合や当社グループの

事業展開を阻害する規制がなされた場合には、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　また、インターネットの普及に伴い、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律（プロバイダー責任制限法）」や「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が施行される

など、インターネットに関する法令整備が進んでおります。「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律」の分野においては、発信者情報の開示の手続につき新たなルールを設けるな

ど、インターネット業界内でも対応が進んでおり、当社グループも業界団体と連携しながら対応を進めておりま

すが、今後新たにインターネット関連業者を対象とした法的規制等が制定された場合、当社グループの業務が一

部制約を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、「特定電子メールの送信

の適正化等に関する法律」はいわゆる迷惑メールを抑制するための法律です。当社グループは数多くのISP事業

者及び不特定多数のユーザーに対してネットワークを提供する事業を展開しているため、当社グループのネット

ワークが迷惑メールの発信経路となりうることを認識しており、総務省、業界団体、提携先ISP事業者等と連携

しながら、技術的・サービス的な抑止策を随時展開しておりますが、今後何らかの法的規制が強化された場合や、

当社グループのネットワーク下の迷惑メール発信が予想外に急増した場合、当社グループの事業及び当社グルー

プの企業イメージに影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤知的財産権について

　近年、ネットワーク技術の普及を背景に注目されたビジネスモデル特許に関する状況は沈静化に向かっており

ますが、ソフトウェア業界における標準化団体などにより標準仕様に採用された技術もしくはユーザーによる広



い支持を得て実質的な標準となっている技術について、当該技術と抵触する特許権の存在が主張されるケースが

散見しております。また、各国における知的財産の保護強化政策は、一層積極的に推し進められている状況にあ

ります。

　このような状況下において、当社グループにおきましても特許として登録される可能性のある独自技術につい

ては特許出願を行うことにより権利化を図るとともに、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限り回避す

るべく努力しております。

　しかしながら、当社グループが事業の展開を進めている各国において成立している特許権の全てを検証し、さ

らに将来的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは困難です。このため、当社グループの事業

に現在利用されている技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権を第三者が既に取得している可能性や、将

来的に当社グループの事業における必須技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権が第三者に取得される可

能性を完全に否定することはできず、そのような可能性が現実化した場合には当該特許権の知的財産権に関する

侵害訴訟の結果として当社グループに損害賠償義務が課せられたり、当社グループの事業の全部あるいは一部が

差し止められて継続できなくなる可能性があります。

 

⑥情報の漏洩について

　当社及び当社子会社は電気通信事業者であり、当社グループの保有するデータベースには消費者の通信行為に

かかる通信記録及びサービス利用者の個人情報がデータとして蓄積されております。このため当社グループ各社

は個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の取扱についての規制の対象となっておりま

す。

  当社グループではこれら情報の重要性に鑑み、情報保護に関する各種規程を定め、技術的措置、従業員教育、

外部委託先との機密保持契約を締結するなど厳格に運用しており、プライバシーポリシーを定めて当社グループ

各社のサイトに提示しております。

　現時点までにおいて情報管理に関する重大な事故やトラブルの発生は認識しておりません。しかし、これら情

報等が何らかの形で外部漏洩したり、不正使用されたりする可能性が完全に排除されているとはいえません。ま

た、これらの事態に備え、個人情報漏洩に対応する保険に加入しておりますが、すべての損失を完全に補填する

ものではありません。 

  従いまして、これらの事態が起こった場合、とりわけ通信記録の漏洩が発生した場合には監督官庁より業務改

善命令が発せられる可能性もあり、当社グループへの損害賠償請求や当社グループの信用の低下等によって当社

グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦当社グループの組織体制について

ⅰ）人材の確保について

　当社グループが、今後も継続して成長していくためには、優秀な人材を確保し、育成していくことが重要で

あると考えており、積極的に採用活動を進めております。

　しかしながら、インターネット市場の急速な拡大で専門的知識や技術を有する人材が恒常的に不足しており、

今後、当社グループが必要とする数の人材を適時に確保できる保証はなく、人員計画に基づいた採用が行えな

かった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ⅱ）特定人物への依存について

　当社は、当社及び当社子会社の代表取締役社長石田宏樹を中心として事業を推進しており、同人は当社グ

ループの事業推進の全般に大きな影響力を有しております。特に研究開発及びマーケティングにおいて同人に

依存している部分が少なくありません。当社グループは、同人のみに過度に依存しないように経営体制の整備、

人材の育成を行う等リスクの軽減に努めておりますが、仮に同人が退任又は当社の経営及び事業推進にあたっ

て困難をきたした場合には、当社グループの事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

ⅲ）会社規模について

　当社及び当社子会社はいずれも組織が小さく、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。今後も

事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、人員増強及び内部管理体制の充実を図り、同時に福利厚生の充

実、教育体制の確立により人員の社外流出の防止に努めていく方針ですが、人材等の拡充が予定どおり進まな

かった場合や、予想外の人員の社外流出が生じた場合には業務運営に支障をきたし、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

 

⑧資金調達について



　当社グループでは、ネットワーク並びにサーバ設備、ソフトウェア、システム等の開発及び調達等に投資し、

当社グループのサービスの更なる差別化を推進して事業拡大を図る計画ですが、計画を実行する上で必要な投資

資金の確保が困難な場合、事業機会を逸し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨ストックオプションについて

　当社は、役員及び従業員に対し、経営参画意識及び企業価値向上への関心を高め、株主の利益を重視した業務

展開を図ることを目的として、ストックオプションを取締役１名、監査役２名、従業員37名に付与しております。

同ストックオプションの潜在株式は1,686株であり、発行済株式総数46,259株の3.64％に相当しております。

　これらのストックオプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を

与える可能性があります。また、当社は、上記目的のもとに今後もストックオプションの付与を行う可能性があ

りますが、この場合は株式価値の希薄化をさらに招く可能性があります。  

 

⑩新株予約権について

　当社は、大和証券エスエムビーシー株式会社に対し、資金調達目的でファシリティ契約条件付の新株予約権の

発行をしております。この新株予約権の潜在株式数は4,500株であり、発行済株式総数46,259株の9.73％に相当

しております。

　これらの新株予約権が行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を与える可

能性があります。

 

⑪当社子会社の計算書類及び連結計算書類中記載の継続企業の前提に関する注記について

　当社子会社であるMEXの計算書類及び連結計算書類には、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る旨の注記が付されております。これは同社の固定費が増大する中、主要顧客の取引解約等による売上の伸び悩

みにより大幅な減益となり、さらにMEXの当連結会計年度には特別損失3,087百万円を計上し、当期純損失が3,556

百万円となったことに起因しております。

　当社グループはMEXの事業面及び資金面等の経営全般につき、指導・支援していく所存でありますので、当社

グループ全体では継続企業の前提に疑義を生じさせる事象又は状況はありませんが、仮に当社グループによる指

導・支援を阻害する予想外の要因が発生し、MEXの業務改善が予定通りに行われなかった場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。



２．企業集団の状況

当社グループは当社及び連結子会社３社で構成されており、「Being The NET Frontier！（インターネットを広げ、

社会に貢献する）」という企業理念に基づき、インターネットに関わるコアテクノロジーの開発、大規模システムの運

用といった技術力の蓄積を強みとして企業向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供しております。

平成21年４月30日現在における当社の連結子会社は、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、メディアエク

スチェンジ株式会社、株式会社ギガプライズの３社です。

当社並びに子会社の事業概要及び議決権の所有割合は次のとおりです。

会社名 事業概要 議決権の所有割合

当社

（フリービット株式会社）

インターネットビジネスを展開する事業者に対して、自社開発のイ

ンターネット関連技術のライセンス提供やサービス提供を行っており

ます。ISP事業者に対しては接続サービスを行うためのネットワーク

サービス全般を提供しており、メーカー等に対してはユビキタスネッ

トワークサービスを実現するための技術提供やサービス運営の受託を

行っております。

－

株式会社ドリーム・トレイ

ン・インターネット

個人向けISP事業者として、ADSLや光ファイバー接続等の各種イン

ターネット接続サービスの提供を行っております。また、当社が開発

したユビキタスネットワークサービスの提供も展開しております。

100.0%

メディアエクスチェンジ株

式会社

インターネットビジネスを展開する事業者に対して、インターネッ

ト接続サービスやデータセンターサービスの提供を行っております。
83.3%

株式会社ギガプライズ 集合住宅向けのインターネット接続サービス（マンションISP）と、

ユビキタス関連システムの受託開発を行うシステム開発事業を行って

おります。

56.7%

（56.7%）

（注）議決権の所有割合欄の（）内は、間接所有割合で内数であります。



当社グループにおける事業の概要を系統図で示すと、下記のとおりであります。

 

当社顧客                 

＜ISP（※1）、CSP（※2）等の事業者、メーカー等＞ 

 

エンドユーザー（当社顧客事業者及び最終消費者） 

インターネット接続

サービス、ソフトウェ

アの提供 

インターネットサービス

等の提供 

インターネット接続サービス、ユビキ

タスネットワークサービス、システム

開発、データセンターサービスの提供 

当社企業集団 

通信回線、データ

センターの提供 

通信キャリア 外注先 

役務提供 

当社 

連結子会社 
サービス販売 

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 

メディアエクスチェンジ株式会社 

株式会社ギガプライズ 

サービス販売 

サービス販売 

役務提供 

データセンタ

ーの提供 

※1 インターネットサービスプロバイダーの略 

※2 コンテンツサービスプロバイダーの略 

連結子会社 

連結子会社 



３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「Being The NET Frontier!（インターネットをひろげ、社会に貢献する）」という企業理念に

基づき、事業活動及び研究開発活動に邁進し新たな価値の創造を続けていくことを使命としております。

当社グループは、インターネットを自社のサービスの強みとしたい様々な企業や一般消費者に向けて、当社が保有

する技術開発力とネットワーク運用技術力を活用して、独創的でコストパフォーマンスの高いサービスを提供し、イ

ンターネットの発展に貢献していくことを基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、平成24年４月期までの経営指標としては、以下の項目と数値目標を掲げております。

      ・ 売上高　　   　　300億円

      ・ 経常利益　　　 　 45億円

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、「Web to SiLK（インターネットを絹のような滑らかなネットワークに）」をスローガンに掲げ、

日本発の技術と独自性の高いビジネスモデルにより新たな価値創造を続けることで、継続的な社会貢献と企業価値向上

に努めてまいります。

当社グループの事業は、今後ますます社会の発展に必要となるインターネットをベースとしたインフラを提供する

「Smart Infra提供事業」と定義しております。

当社グループは、世の中のあらゆるものをネット化して人々の生活を便利で豊かなものにしていくことを目指し、独

自の技術開発に努め、インターネットを活用したいエンドユーザーや事業者に向けて様々なインターネットプラット

フォームを提供してまいります。

当社グループの事業の主な売上はインターネットプラットフォームを用途に応じてサービスとして提供するものであ

り、月額ベースの継続課金契約として個人や法人に対して提供しております。当社グループはサービスの向上に努め利

用者数を拡大することで継続契約による安定的な収益基盤を拡大し、次世代の技術開発にも持続的にリソースを投入で

きる構造を作っております。この構造を更に強化することにより競争力を維持向上し、業容を拡大する方針であります。

(4）会社の対処すべき課題

インターネットを取り巻く事業環境下においては、光ファイバーを中心とする高速回線の急速な普及や次世代通信

網の導入など常時・高速接続のブロードバンド化が急激に進んでおり、インターネットの利用方法も多様化している

ため、経済環境の悪化にも関わらず、インターネット業界の収益機会は増加を維持しております。このような業界の

発展は、同時に競合他社間による更なる競争激化や業界再編等を引き起こすことも予想されます。

こうした状況下において当社グループは、ブロードバンド化を支える事業者向けのブロードバンド化事業とブロー

ドバンドインフラ上で事業を行う事業者向けのユビキタス化事業に集中し、収益の向上に努めてまいります。

①ブロードバンド化事業

ⅰ）現状認識について

ブロードバンド化事業は、当社グループにとって安定した収益基盤となっておりますが、ブロードバンド回線

の契約数の伸びは鈍化してきており急激な普及に伴う売上の伸びは望めない一方で、競合他社間の競争は激化し

ております。また、これまでブロードバンドの普及を牽引してきたADSL契約数が減少に転じる中、光ファイバー

によるサービスの普及は着実に進んでおり、インターネット上の情報流通量（トラフィック）の急速な増加に伴

い、当社ネットワークシステムへの負荷も確実に高まっております。

このような状況の中、当社グループは、グループ企業の連携によるネットワークの効率化を含め、コストの削

減を推し進める一方で、顧客のニーズに応えた商品提供を行うことで、現状の顧客基盤の維持に努めることが必

要であると認識しております。

ⅱ）当面の対処すべき課題及び対処方針 

ブロードバンド普及率の高まりにより、接続サービスの新たなユーザーの開拓余地は小さくなってきているた

め、売上の拡大に加えて利益率の向上を重要な事業方針として取り組んでまいります。監視システムの高度化に

よる運用コストの引き下げや、ネットワークトラフィックの平準化を図る技術導入による原価率低減、グループ

内のネットワークの統合や効率的なサーバ運用によるコストの削減をさらに推し進めてまいります。

　また、新たに連結子会社となったMEXのデータセンター資産をこれら当社グループ内の中核に据えることで、当

社グループのネットワーク・サーバ群の最適な配置を実現し、株式会社ギガプライズを含めた当社グループ各社

の顧客基盤を共有化することで、グループ内のシナジーを更に高めていくことが重要であると考えております。



②ユビキタス化事業

ⅰ）現状認識について

ユビキタス化事業につきましては、今後の社会的変化も踏まえた新たなビジネスモデルであることから、マー

ケティング並びに新技術の開発に注力し、事業基盤の強化を図っていくことが急務であると考えます。特に当社

開発技術である「Emotion Link」の具体的な用途事例を広げ実例を増やすことで、業界に確固たる地位を築くこ

とが不可欠であります。

ⅱ）当面の対処すべき課題及び対処方針 

常時接続かつ高速接続であるブロードバンド環境が急速に普及したことで、ブロードバンド環境を基盤とした

様々なインターネットサービスが生まれてくる可能性が高まりました。このような状況において当社が提唱する

ユビキタスプラットフォームの必要性は確実に高まってくると考えますが、早期に事業化できる市場分野を効率

よく選択していくためには、専門の営業とエンジニアが有機的に連携し顧客ニーズを的確に捉え、吸収していく

必要があります。インターネット業界では、インターネット及びその周辺技術の急速な進展によりビジネス形態

も日々変化していきますが、特にユビキタスネットワーク市場においては、新規市場であるがために特に変化の

スピードが速く、この変化への素早い対応ができる人材の育成、確保が重要であると考えております。



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,594,748 2,920,967

受取手形及び売掛金（純額） 1,395,441 2,222,703

有価証券 － 1,099,050

たな卸資産 37,457 －

商品及び製品 － 28,393

仕掛品 － 10,295

原材料及び貯蔵品 － 19,093

前払費用 88,747 154,313

繰延税金資産 － 119,897

未収入金 831,723 766,604

未収収益 133,080 －

その他 30,265 34,794

貸倒引当金 △67,877 △44,223

流動資産合計 4,043,586 7,331,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 266,850 241,255

土地 － 26,443

リース資産（純額） － 53,054

その他（純額） 118,067 131,891

有形固定資産合計 ※2  384,917 ※2  452,644

無形固定資産   

のれん 3,574,586 4,456,680

ソフトウエア 619,193 364,652

その他 27,417 29,343

無形固定資産合計 4,221,198 4,850,676

投資その他の資産   

投資有価証券 27,870 943,774

長期前払費用 53,390 156,090

繰延税金資産 － 16,453

差入保証金 252,428 640,025

その他 7,551 39,962

貸倒引当金 △7,311 △36,289

投資その他の資産合計 333,929 1,760,017

固定資産合計 4,940,045 7,063,339

資産合計 8,983,631 14,395,230



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24 67,068

短期借入金 690,000 ※1  2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 676,000 713,400

リース債務 － 19,568

未払金 483,428 2,479,022

未払費用 1,925,298 157,473

未払法人税等 12,928 47,673

賞与引当金 － 8,854

解約損失引当金 － 368,538

その他 120,407 327,597

流動負債合計 3,908,087 6,289,196

固定負債   

社債 100,000 200,000

長期借入金 2,310,000 1,726,600

リース債務 － 55,385

退職給付引当金 － 18,297

負ののれん － 808,059

その他 4,810 7,088

固定負債合計 2,414,810 2,815,430

負債合計 6,322,898 9,104,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,774,325 1,854,425

資本剰余金 402,542 482,642

利益剰余金 460,114 2,134,562

株主資本合計 2,636,981 4,471,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,083

評価・換算差額等合計 － 2,083

新株予約権 23,751 23,751

少数株主持分 － 793,139

純資産合計 2,660,732 5,290,604

負債純資産合計 8,983,631 14,395,230



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 8,074,116 10,767,429

売上原価 5,185,743 6,249,777

売上総利益 2,888,372 4,517,651

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,034,424 ※1, ※2  2,942,226

営業利益 853,948 1,575,425

営業外収益   

受取利息 3,366 3,136

受取配当金 50 239

助成金収入 － 1,594

為替差益 － 2,539

源泉所得税還付金 1,022 －

その他 286 1,683

営業外収益合計 4,726 9,193

営業外費用   

支払利息 47,278 58,637

ローン組成手数料 105,583 －

その他 2,889 3,607

営業外費用合計 155,752 62,245

経常利益 702,922 1,522,373

特別利益   

事業譲渡益 － 26,634

貸倒引当金戻入額 16,727 2,162

受取補償金 － 5,521

特別利益合計 16,727 34,318

特別損失   

固定資産売却損 ※3  5,728 －

固定資産除却損 29,780 ※4  7,010

投資有価証券評価損 16,954 1,584

事務所撤去費用 23,101 －

その他 2,450 －

特別損失合計 78,014 8,594

税金等調整前当期純利益 641,635 1,548,096

法人税、住民税及び事業税 4,972 8,437

法人税等還付税額 － △5,047

法人税等調整額 － △129,741

法人税等合計 4,972 △126,351

少数株主利益 4,273 －

当期純利益 632,389 1,674,448



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,663,325 1,774,325

当期変動額   

新株の発行 111,000 80,100

当期変動額合計 111,000 80,100

当期末残高 1,774,325 1,854,425

資本剰余金   

前期末残高 267,325 402,542

当期変動額   

新株の発行 111,000 80,100

株式交換による増加 24,217 －

当期変動額合計 135,217 80,100

当期末残高 402,542 482,642

利益剰余金   

前期末残高 △172,275 460,114

当期変動額   

当期純利益 632,389 1,674,448

当期変動額合計 632,389 1,674,448

当期末残高 460,114 2,134,562

株主資本合計   

前期末残高 1,758,374 2,636,981

当期変動額   

新株の発行 222,000 160,200

株式交換による増加 24,217 －

当期純利益 632,389 1,674,448

当期変動額合計 878,606 1,834,648

当期末残高 2,636,981 4,471,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,821 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,821 2,083

当期変動額合計 2,821 2,083

当期末残高 － 2,083

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,821 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,821 2,083

当期変動額合計 2,821 2,083



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当期末残高 － 2,083

新株予約権   

前期末残高 － 23,751

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,751 －

当期変動額合計 23,751 －

当期末残高 23,751 23,751

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 793,139

当期変動額合計 － 793,139

当期末残高 － 793,139

純資産合計   

前期末残高 1,755,553 2,660,732

当期変動額   

新株の発行 222,000 160,200

株式交換による増加 24,217 －

当期純利益 632,389 1,674,448

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,572 795,223

当期変動額合計 905,179 2,629,871

当期末残高 2,660,732 5,290,604



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30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 641,635 1,548,096

減価償却費 203,255 393,891

のれん償却額 186,585 491,516

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,480 △33,113

受取利息及び受取配当金 △3,416 △3,375

支払利息及び社債利息 47,278 58,637

為替差損益（△は益） △28 △2,776

投資有価証券評価損益（△は益） 16,954 1,584

固定資産売却損益（△は益） 5,728 －

固定資産除却損 29,780 7,010

事業譲渡損益（△は益） － ※5  △26,634

売上債権の増減額（△は増加） ※3  712,256 △265,359

未収入金の増減額（△は増加） △828,839 ※3  58,157

未収収益の増減額（△は増加） 173,625 130,976

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,058 17,339

前払費用の増減額（△は増加） ※3  48,745 ※3  △9,479

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,833 △3,546

長期前払費用の増減額（△は増加） △15,230 △27,986

仕入債務の増減額（△は減少） △20,040 18,301

未払金の増減額（△は減少） ※3  7,617 1,648,714

未払費用の増減額（△は減少） △159,186 △1,771,342

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,684 ※3  99,402

その他 ※3  △4,754 15,408

小計 991,025 2,345,423

利息及び配当金の受取額 3,436 3,375

利息の支払額 △40,095 △64,664

訴訟和解金の支払額 △2,100 －

法人税等の還付額 － 16,100

法人税等の支払額 △13,069 △5,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 939,197 2,294,474



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

担保預金の預入による支出 △1,500,000 －

担保預金の払戻による収入 1,500,000 －

有形固定資産の取得による支出 ※3  △184,569 ※3  △22,914

無形固定資産の取得による支出 ※3  △565,656 △868,786

投資有価証券の取得による支出 △50,000 △84,000

投資有価証券の売却による収入 50,000 －

長期前払費用売却による収入 180,389 －

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  △3,595,981 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※2  223,543

子会社株式の取得による支出 △4,872 －

事業譲渡による収入 － ※5  14,518

差入保証金の回収による収入 77,566 32,597

差入保証金の差入による支出 △19,748 △13,271

その他 81 ※5  △136

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,112,790 △718,449

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 420,000 1,410,000

長期借入れによる収入 3,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △462,218 △676,000

社債の償還による支出 △75,000 △37,500

株式の発行による収入 221,788 160,200

新株予約権の発行による収入 23,751 －

リース債務の返済による支出 － △7,429

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,428,321 849,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 254,744 2,425,270

現金及び現金同等物の期首残高 1,340,003 1,594,748

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,594,748 ※1  4,020,018



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 ①　連結子会社の数　　　　２社

連結子会社の名称

(株)ドリーム・トレイン・インター

ネット

(株)スーパーホットラインズ

①　連結子会社の数　　　　４社

連結子会社の名称

(株)ドリーム・トレイン・インター

ネット

メディアエクスチェンジ(株)

(株)ギガプライズ

(株)スーパーホットラインズ

上記のうち、メディアエクスチェンジ

(株)及び(株)ギガプライズについては、

当連結会計年度において新たに取得した

ため、連結の範囲に含めております。な

お、(株)スーパーホットラインズは、当

連結会計年度において連結の範囲に含め

ておりますが、平成20年６月30日に清算

しております。

２．持分法の適用に関する事

項

該当する会社はありません。 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(株)ドリーム・トレイン・

インターネット及び(株)スーパーホットラ

インズの決算日は、３月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、決算日

現在の財務諸表を使用しております。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

行っております。

連結子会社の(株)ドリーム・トレイン・

インターネット、メディアエクスチェンジ

(株)及び(株)ギガプライズの決算日は、３

月31日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。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おります。

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

①　有価証券

―

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法

③　たな卸資産

１．商品

先入先出法による原価法を採用し

ております。

 

 

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

１．商品

主に先入先出法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用し

ております。



項目
前連結会計年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

 ２．仕掛品・原材料

―

　

 

 

３．貯蔵品

主に先入先出法による原価法を採

用しております。

２．仕掛品・原材料

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しておりま

す。

３．貯蔵品

主に先入先出法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

（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日公表分）を

適用しております。これにより、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6,362千円減少し

ております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　３～18年

その他　　　　　　２～15年

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、

連結子会社の(株)ギガプライズにおいて

は、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）について定額

法を採用しております。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　３～47年

その他　　　　　　２～20年

 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。　

ただし、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間(３年)におけ

る見込販売収益に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい金額を計上して

おります。自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左　



項目
前連結会計年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

 ③　リース資産

―

③　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

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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年４月30日以前（決算日が３月31

日である連結子会社においては平成20年

３月31日以前）のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。　

 ④　長期前払費用

定額法を採用しております。

④　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

準　

①　貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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

しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

―

②　賞与引当金

当社グループの連結子会社であるメ

ディアエクスチェンジ（株）において、

従業員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。

 ③　退職給付引当金

―

③　退職給付引当金

当社グループの連結子会社であるメ

ディアエクスチェンジ（株）において、

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

額に基づき計上しております。　

 ④　解約損失引当金

―

④　解約損失引当金

当社グループの連結子会社であるメ

ディアエクスチェンジ（株）において、

賃借スペースの一部返還に伴い発生する

原状回復費、違約金等に備えるため、当

連結会計年度末における見込額にを計上

しております。

(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、為替換算

差額は損益として処理しております。　

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

―



項目
前連結会計年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ取引については、特例処理を採用

しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　金利スワップ

ヘッジ対象　　　　借入金利息

③　ヘッジ方針

資金調達活動における金利変動リスク

の回避を目的として、対応する借入金残

高を限度額としてデリバティブ取引を行

う方針であり、投機目的のデリバティブ

取引は行わない方針であります。またデ

リバティブ取引の実行及び管理は担当役

員の決裁の下、担当部門が行っており、

取引状況は月次取締役会にて報告されて

おります。　

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　同左

ヘッジ対象　　　　同左

③　ヘッジ方針

同左

 

 

 

 

 

 

 

　

 ④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の評

価に代えております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

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

方式によっております。

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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、その効果の発現する期間（５

年～10年）の定額法により償却を行ってお

ります。

のれんは、その効果の発現する期間（３

年～10年）の定額法により償却を行ってお

ります。

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、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

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19年５月１日

　　至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日

　　至　平成21年４月30日）

― （リース取引に関する会計基準）

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

ておりましたが、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

る会計処理によっております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理を適用しております。



表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日

　　至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日

　　至　平成21年４月30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、「たな卸資産」として掲載されて

いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。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」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ前期「商

品」35,577千円、前期「貯蔵品」1,879千円でありま

す。

前連結会計年度まで「未収収益」として表示してお

りました収益の未回収額の一部を、より合理的な表示

を目的とし経過勘定の定義を見直したことにより、当

連結会計年度より「未収入金」に含めて表示しており

ます。なお、前連結会計年度の収益の未回収額を当連

結会計年度と同一の基準で計上した場合、未収収益

2,104千円、未収入金962,699千円となります。なお、

「未収収益」（当連結会計年度は301千円）について

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しく

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

また、前連結会計年度末まで、「未払費用」として

表示しておりました費用の未払額の一部を、より合理

的な表示を目的とし経過勘定の定義を見直したことに

より、当連結会計年度より「未払金」に含めて表示し

ております。

なお、前連結会計年度の費用の未払額を当連結会計

年度と同一の基準で計上した場合、未払費用146,803

千円、未払金2,261,923千円となります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日

　　至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日

　　至　平成21年４月30日）

（販売費及び一般管理費、売上原価の計上区分の変更に

ついて）

当社では、（株）スーパーホットラインズのコール

センター事業を今期10月に譲り受けたことに伴い、

コールセンター事業の金額的重要性が増したため、当

該事業に係る費用について、当連結会計年度より販売

費及び一般管理費から売上原価に計上する方法に変更

しております。

―



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年４月30日）

当連結会計年度
（平成21年４月30日）

１　　　　　　　　　　― ※１　担保資産及び担保付債務

連結上相殺消去されている連結子会社株式（連結消

去前帳簿価額1,011,602千円）を、短期借入金950,000

千円の担保に供しております。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、506,460千円で

あります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、2,694,261千円

であります。

３　財務制限条項

長期借入金2,970,000千円（一年以内返済予定の長

期借入金660,000千円含む）について財務制限条項が

付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に

基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当

該条項は以下のとおりであります。

(1）各年度の中間・本決算期末の単体及び連結貸借対

照表における純資産の部の金額を、直前の中間又は本

決算期末の単体及び連結貸借対照表における純資産の

部の金額又は2007年４月期末の単体の貸借対照表にお

ける純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金

額をそれぞれ維持すること。

(2）各年度の中間・本決算期末の単体及び連結損益計

算書における経常損益並びに当期損益に関して、損失

を計上しないこと。　

(3）2008年４月期及び2009年４月期の中間・本決算期

末の単体及び連結貸借対照表における有利子負債の合

計金額から、連結子会社からの有利子負債及び現預金

の合計金額を減じた金額を50億円以下に維持すること。

その他、連結子会社に対する出資比率、担保提供、

新規投資、固定資産増加額等に一定の制限が設けられ

ています。

３　財務制限条項

長期借入金2,310,000千円（一年以内返済予定の長

期借入金660,000千円含む）について財務制限条項が

付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に

基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当

該条項は以下のとおりであります。

(1）各年度の中間・本決算期末の単体及び連結貸借対

照表における純資産の部の金額を、直前の中間又は本

決算期末の単体及び連結貸借対照表における純資産の

部の金額又は2007年４月期末の単体の貸借対照表にお

ける純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金

額をそれぞれ維持すること。

(2）各年度の中間・本決算期末の単体及び連結損益計

算書における経常損益並びに当期損益に関して、損失

を計上しないこと。　

(3）2008年４月期及び2009年４月期の中間・本決算期

末の単体及び連結貸借対照表における有利子負債の合

計金額から、連結子会社からの有利子負債及び現預金

の合計金額を減じた金額を50億円以下に維持すること。

その他、連結子会社に対する出資比率、担保提供、

新規投資、固定資産増加額等に一定の制限が設けられ

ています。

なお、2009年３月12日にて完了しているメディアエ

クスチェンジ株式会社株式の公開買付けにおいて、本

財務制限条項のうち新規投資金額及び固定資産増加額

の上限の規定に抵触しておりますが、契約先金融機関

より、同公開買付けにおいて該当する財務制限条項に

ついては承諾を受けています。



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当　　　　　　　　 444,800千円

債権譲渡手数料　　　　　 315,549千円

貸倒引当金繰入額　　　　　 4,890千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当　　　　　　　　 605,307千円

債権譲渡手数料　　　　　 506,471千円

のれん償却額　　　　　   491,516千円

貸倒引当金繰入額　　　　　 2,903千円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費

13,579千円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費

　　　4,519千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

長期前払費用　　　　　    5,728千円

　３　　　　　　　　　　―　

　４　　　　　　　　　　― ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。　

工具、器具及び備品 4,178千円

ソフトウェア 2,832千円　

合計 7,010千円



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,760 30,698 - 45,458

合計 14,760 30,698 - 45,458

 （注）１.普通株式の発行済株式総数の増加は、以下のとおりであります。

新株予約権の行使（株式分割前）：190株　

株式分割の実施：29,900株

新株予約権の行使：540株

株式交換による新株の発行：68株　

２.当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数は当連結会計年

度期首株式数を記載しております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少　

当連結会計
年度末　

提出会社

(親会社)

平成17年ストック・オプション 普通株式 3,000 - 1,260 1,740 -

平成18年ストック・オプション 普通株式 900 - 153 747 -

平成19年新株予約権 普通株式 - 4,500 - 4,500 23,751

連結子会社 - - - - - - -

合計 - 3,900 4,500 1,413 6,987 23,751

 （注）１.上記の新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使及び退職等による権利の失効によるもの

であります。

２.平成19年12月１日に１：３の株式分割を実施しておりますので、上記の新株予約権の目的となる株式の

数は、分割後の株式数で記載しております。

３.上記の新株予約権は、平成18年ストック・オプションを除き、行使可能なものであります。また、平成

19年新株予約権はファシリティ契約条件付のものであります。



当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 45,458 801 - 46,259

合計 45,458 801 - 46,259

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使による増加801株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少　

当連結会計
年度末　

提出会社

(親会社)

平成17年ストック・オプション 普通株式 1,740 - 480 1,260 -

平成18年ストック・オプション 普通株式 747 - 321 426 -

平成19年新株予約権 普通株式 4,500 - - 4,500 23,751

連結子会社 － － - - - - -

合計 - 6,987 - 801 6,186 23,751

 （注）１.上記の新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２.上記の新株予約権は、行使可能なものであります。また、提出会社の平成19年新株予約権はファシリ

ティ契約条件付のものであります。

３．配当に関する事項

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成21年６月11日開催の取締役会において、次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成21年６月11日

取締役会
普通株式 138,777 3,000 平成21年４月30日 平成21年７月29日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年４月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成21年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,594,748千円

現金及び現金同等物 1,594,748千円

  

※２　株式の取得により新たに株式会社ドリーム・トレイ

ン・インターネット他１社を連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであり

ます。

流動資産 3,871,273千円

固定資産 768,037千円

資産合計 4,639,310千円

流動負債 2,428,207千円

固定負債 26,300千円

負債合計 2,454,507千円

　※３　事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な

内容

株式会社スーパーホットラインズ

固定資産 15,833千円

資産合計 15,833千円

メディア・クルーズ・ソリューション株式会社

流動資産 28,925千円

固定資産 260,653千円

資産合計 289,578千円

流動負債 30,510千円

負債合計 30,510千円

現金及び預金勘定 2,920,967千円

有価証券勘定 1,099,050千円

現金及び現金同等物 4,020,018千円

※２　株式の取得により新たにメディアエクスチェンジ株

式会社他１社を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 2,915,961千円

固定資産 1,850,925千円

資産合計 4,766,886千円

流動負債 827,768千円

固定負債 310,830千円

負債合計 1,138,599千円

　※３　事業の吸収分割により承継した資産及び負債の主

な内訳

株式会社ISAO

流動資産 1,761千円

固定資産 539千円

資産合計 2,300千円

流動負債 2,300千円

負債合計 2,300千円

株式会社ビワローブ

流動資産 61,153千円

固定資産 1,921千円

資産合計 63,074千円

流動負債 61,804千円

負債合計 61,804千円

　４　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に株式会社ドリーム・トレイン・

インターネットを完全子会社化する株式交換を実施

しております。内訳については、（企業結合等関

係）に記載しております。

４　　　　　　　　　　―

５　　　　　　　　　― 　※５　事業の分離により減少した資産及び負債の主な内

訳

株式会社コラソン

流動資産 100千円

固定資産 363千円

資産合計 463千円



（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び
備品

1,519,670 852,990 666,680

ソフトウェア 124,995 88,466 36,528

合計 1,644,666 941,456 703,209

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 330,480千円

１年超 396,150千円

合計 726,630千円

(３)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 243,007千円

減価償却費相当額 224,342千円

支払利息相当額 20,141千円

(４)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。　

(５)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。　

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年内 7,710千円

１年超 3,349千円

合計 11,060千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

ブロードバンド化事業及びユビキタス化事業におけ

るサーバー及び通信設備（工具、器具及び備品）であ

ります。

②　リース資産の減価償却方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年４月30日以前（決

算日が３月31日である連結子会社においては平成20年

３月31日以前）のリース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、そ

の内容は次のとおりであります。

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 40,914 27,414 13,499

工具、器具及
び備品

1,155,986 801,841 354,144

ソフトウェア 63,866 45,333 18,533

合計 1,260,767 874,589 386,177

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内 197,044千円

１年超 206,499千円

合計 403,544千円

(３)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 339,306千円

減価償却費相当額 312,458千円

支払利息相当額 22,297千円

(４)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。　

(５)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。



（有価証券関係）

前連結会計年度（平成20年４月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 2,920 2,920 -

(2）債券    

①国債・地方債等 - - -

②社債 - - -

③その他 - - -

(3）その他 - - -

小計 2,920 2,920 -

合　計 2,920 2,920 -

 （注）株式の減損にあたっては、決算期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）　

50,000 - -

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 24,950



当連結会計年度（平成21年４月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

時価が連結貸借対照表

上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 - - -

(2）社債 - - -

(3）その他 - - -

小計 - - -

時価が連結貸借対照表

上額を超えないもの

(1）国債・地方債等　 - - -

(2）社債　 - - -

(3）その他　 800,000 651,350 148,650

小計 800,000 651,350 148,650

合　計 800,000 651,350 148,650

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 12,580 13,821 1,241

(2）債券    

①国債・地方債等 9,848 10,372 524

②社債 - - -

③その他 - - -

(3）その他 - - -

小計 22,428 24,193 1,765

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式　 1 1 -

(2）債券　    

①国債・地方債等　 - - -

②社債　 - - -

③その他　 - - -

(3）その他　 - - -

小計 1 1 -

合　計 22,430 24,195 1,765

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(１) 満期保有目的の債券  

コマーシャルペーパー 1,099,050

(２) その他有価証券  

非上場株式 114,579

その他 5,000



４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 1年以内（千円）
　１年超５年以内

（千円）

　５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）　

１． 債券     

(１) 国債・地方債等 - - 10,000 -

(２) 社債 - - - -

(３) その他 - - - 800,000

２． その他 - - - -

合計 - - 10,000 800,000

（デリバティブ取引関係）

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おります。

（退職給付関係）

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おります。



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

 

当社取締役  ３名

当社従業員  10名 

 当社監査役  ３名

 当社従業員  54名 

ストック・オプションの数 普通株式 3,000株（注１） 普通株式　 900株（注１）

付与日 平成18年７月13日  平成18年12月４日

権利確定条件  （注２）  （注２）

対象勤務期間  （注３）  （注３）

権利行使期間
 自　平成19年７月28日

 至　平成24年７月27日

 自　平成20年７月28日

 至　平成25年７月27日

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①対象者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日より６ヶ月を経過した日及び権利行使期

間の開始日のいずれか遅い方の日以後においてのみ、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役又は従業員その他これに準ずる地

位にあると当社の取締役会が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、

定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

③その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員と

の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

３．対象勤務期間に関する定めはありません。

４．上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株

式数に換算して記載しております。



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  3,000 900

付与  - -

失効  - 153

権利確定  3,000 -

未確定残  - 747

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  - -

権利確定  3,000 -

権利行使  1,110 -

失効  150 -

未行使残  1,740 -

②　単価情報

  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 200,000 200,000

行使時平均株価 （円） 432,450 -

付与日における公正な評価単価 （円） - -

（注）１．平成20年４月期が連結財務諸表作成の初年度となりますが、前連結会計年度末欄に、当連結会計年度の

期首の株式数を記載しております。

２．上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株

式数に換算して記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストッ

ク・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

  また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算

定しており、当社株式の評価方法は、取引事例基準法によっております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。



当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

提出会社

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

 

当社取締役  ３名

当社従業員  10名 

 当社監査役  ３名

 当社従業員  54名 

ストック・オプションの数 普通株式 3,000株（注１） 普通株式　 900株（注１）

付与日 平成18年７月13日  平成18年12月４日

権利確定条件  （注２）  （注２）

対象勤務期間  （注３）  （注３）

権利行使期間
 自　平成19年７月28日

 至　平成24年７月27日

 自　平成20年７月28日

 至　平成25年７月27日

 （注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①対象者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日より６ヶ月を経過した日及び権利行使期

間の開始日のいずれか遅い方の日以後においてのみ、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役又は従業員その他これに準ずる地

位にあると当社の取締役会が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、

定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

③その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員と

の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

３．対象勤務期間に関する定めはありません。

４．上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株

式数に換算して記載しております。

子会社

 
メディアエクスチェンジ

株式会社
メディアエクスチェンジ

株式会社
株式会社ギガプライズ 株式会社ギガプライズ

付与対象者の

区分及び数 

取締役  ４名

従業員  ５名 

取締役  ７名

従業員  11名 

取締役  ４名

従業員  37名 

取締役  ３名

取引先　１名 

ストック・オ

プションの数
普通株式 714株 普通株式　 495株 普通株式　 127株　 普通株式　 118株

付与日 平成15年６月26日 平成17年７月22日  平成17年３月10日  平成17年３月10日

権利確定条件 ― ―

付与日（平成17年３月10

日）以降、権利確定日

（平成19年４月１日）ま

で継続して勤務している

こと。

付与日（平成17年３月10

日）以降、権利確定日

（平成19年４月１日）ま

で継続して勤務している

こと。

対象勤務期間 ― ― ― ―

権利行使期間
 自　平成17年６月27日

 至　平成22年６月26日

 自　平成19年６月30日

 至　平成24年６月29日

 自　平成19年４月１日

 至　平成26年３月31日

 自　平成17年４月30日

 至　平成26年６月29日　

 （注）株式数に換算して記載しております。



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

提出会社

  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  - 747

付与  - -

失効  - -

権利確定  - 747

未確定残  - -

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  1,740 -

権利確定  - 747

権利行使  480 321

失効  - -

未行使残  1,260 426

子会社

  
メディアエクスチェン

ジ株式会社 
メディアエクスチェン

ジ株式会社
株式会社ギガプライズ

　
株式会社ギガプライズ

　

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末  - 477 - -

付与  - - - -

失効  - - - -

権利確定  - 477 - -

未確定残  - - - -

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末  435 - 127 118

権利確定  - 477 - -

権利行使  - - 5 -

失効  - - 18 -

未行使残  435 477 104 118



②　単価情報

提出会社

  
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 200,000 200,000

行使時平均株価 （円） 626,909 538,856

付与日における公正な評価単価 （円） - -

（注）１．上記表に記載された株式数は、平成19年12月１日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株

式数に換算して記載しております。

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。

子会社

  
メディアエクスチェンジ

株式会社
メディアエクスチェンジ

株式会社
株式会社ギガプライズ 株式会社ギガプライズ

権利行使価格 （円） - - 50,000 50,000

行使時平均株価 （円） - - 106,000 -

付与日における公

正な評価単価
（円） - - - -

（注）ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年４月30日）

当連結会計年度
（平成21年４月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 1,562,792 千円

リース債務負担金 11,362 千円

債権譲渡手数料 20,648 千円

貸倒引当金繰入超過額 23,229 千円

未払賞与 32,677 千円

未払概算人件費等 8,827 千円

電話加入権評価損

その他

101,302

31,605

千円

千円

繰延税金資産 小計 1,792,447 千円

評価性引当額 △1,792,447 千円

繰延税金資産  合計 - 千円

繰延税金資産

繰越欠損金 990,674 千円

貸倒引当金繰入超過額 16,675 千円

減価償却超過額 23,477 千円

未払賞与 40,707 千円

電話加入権評価損否認 100,536 千円

解約損失引当金 149,958 千円

有価証券評価損 30,197 千円

減損損失 898,456 千円

その他 49,693 千円

繰延税金資産 小計 2,300,377 千円

評価性引当額 △2,119,189 千円

繰延税金資産 合計 181,188 千円

繰延税金負債    

資産調整勘定  △34,060 千円

その他  △10,776 千円

繰延税金負債　 合計 △44,837 千円

繰延税金資産 純額 136,351 千円

繰延税金資産の純額は、連結財務諸表の以下の項目に

含まれております。

流動資産－繰延税金資産 119,897 千円

固定資産－繰延税金資産 16,453 千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

    率との差異の原因となった主要な項目の内訳

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

    率との差異の原因となった主要な項目の内訳

 

法定実効税率 40.7 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 ％

住民税均等割等 0.8 ％

のれん償却額 11.0 ％

連結子会社の税率差異 0.3 ％

その他 0.1 ％

評価性引当額 △52.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.8 ％

法定実効税率 40.7 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1 ％

住民税均等割等 0.5 ％

のれん償却額 9.2 ％

その他 1.8 ％

評価性引当額 △60.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △8.2 ％



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

当社及び連結子会社の事業は、インターネット関連事業の単一事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

当社及び連結子会社の事業は、インターネット関連事業の単一事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。



（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

（株式会社ライブドアのインターネット接続事業の吸収分割による承継）

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び結

合後企業の名称

相手企業の名称 株式会社ライブドア

取得した事業の内容 インターネット接続事業

企業結合を行った理由 個人向けインターネット接続事業の強化

企業結合日 平成19年８月１日

企業結合の法的形式 分割会社の事業部門を承継会社が承継する吸収分割

結合後企業の名称 フリービット株式会社

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

自　平成19年８月１日　至　平成20年４月30日

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した企業の取得原価 35,000千円

４．発生したのれんの金額等

のれんの金額 35,000千円

発生原因 承継した事業の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については５年間で均等償却する方針です。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

該当する資産及び負債はございません。

（株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの連結子会社化）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

取得した事業の内容 インターネット接続事業

企業結合を行った理由 インターネット接続事業の強化

企業結合日 平成19年８月31日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

取得した議決権比率 99.52％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価 5,643,056千円

　取得原価の内訳 株式取得費用 5,527,195千円

 
株式取得に直接要した支出額（デューデリジェ

ンス費用等）

115,861千円

４．発生したのれんの金額等

のれんの金額 3,468,740千円

発生原因 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの今後の事業展開によって

期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については10年間で均等償却する方針です。



５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 3,871,273千円

固定資産 768,037千円

資産計 4,639,310千円

流動負債 2,428,207千円

固定負債 26,300千円

負債計 2,454,507千円

６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 16,145,110千円

営業利益 1,339,714千円

経常利益 1,346,972千円

当期利益 1,237,587千円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありませ

ん。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

※３．当社では、連結財務諸表の作成にあたり、被取得企業のブロードバンド接続サービスの売上計上

基準の変更を行っております。

　但し、上記売上高については、被取得企業の従来の売上計上基準に準拠した概算額であります。

（株式会社スーパーホットラインズのコールセンター事業の事業譲受）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社スーパーホットラインズにおけるコールセンター業務の受託事業

(2) 企業結合の法的形式

当社を承継会社とする事業譲渡

(3) 結合後企業の名称

フリービット株式会社

(4) 取引の目的を含む取引の概要

①企業結合の目的 グループ全体のコールセンター事業の統合のため

②事業譲渡日 平成19年10月５日

③取得した事業の取得原価 19,835千円

④受け入れた資産及び引受けた負債

の額並びにその主な内訳

固定資産 15,833千円

資産計 15,833千円

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配

下の取引として会計処理を行っております。

（株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの完全連結子会社化）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット　インターネット接続事業

(2) 企業結合の法的形式

株式交換

(3) 結合後企業の名称

変更はございません。



(4) 取引の目的を含む取引の概要

取引の目的 グループシナジーの最大化を図るため

取引の概要 株式交換決議取締役会（両社）　平成19年11月13日

 株式交換契約締結　　　　　　　平成19年11月13日

 株式交換日（効力発生日）　　　平成20年１月１日

 株券交付日　　　　　　　　　　平成20年２月20日

（注）本株式交換は、当社については会社法第796条第３項の規定に基づき、簡易株式交換の手続によ

り株主総会の承認を得ないで行っております。また、株式会社ドリーム・トレイン・インター

ネットについては、会社法第784条第１項の規定に基づき略式株式交換の手続により株主総会の

承認を得ないで行っております。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。

３．子会社株式の追加取得に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価  　29,089千円

取得原価の内訳 当社普通株式 　24,217千円

 株式取得に直接要した支出額 　4,872千円

(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額

① 株式交換比率

会社名
フリービット株式会社

（完全親会社）

株式会社ドリーム・トレイン・

インターネット（完全子会社）

　株式交換比率 １ 0.3　

（注）当社が保有するDTI株式47,241株については、株式交換による株式の割当交付は行っておりません。

② 交換比率の算定方法

　株式会社スパイラル・アンド・カンパニーは、当社については市場株価平均法を採用し、DTIについ

ては類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「DCF法」といいます。）を

採用し、それぞれ算定を行いました。

　市場株価平均法では、DTIの発行済株式の取得を目的とした公開買付け(以下、「本公開買付け」)公

表後の翌営業日以降平成19年11月９日までの期間、平成19年９月11日以降平成19年11月９日までの期間

及び平成19年11月９日時点における直近１ヶ月のVWAP（出来高加重平均株価）を元に算定いたしました。

　当社及びDTIは株式会社スパイラル・アンド・カンパニーの算定結果を参考に、また本公開買付けの

買付価格等を勘案し、両社協議、交渉を重ねました結果、上記の交換比率を決定いたしました。

　なお、算定機関である株式会社スパイラル・アンド・カンパニーは、当社及びDTIの関連当事者には

該当いたしません。

③ 交付株式数及びその評価額

普通株式　　　　68株　　　　24,217千円

(3) 発生したのれんの金額等

のれんの金額 14,328千円

発生原因 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの今後の事業展開によって

期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については10年間で均等償却する方針です。



（株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの法人向けインターネット関連サービス事業の吸収分割による

承継）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、

取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの法人向けインターネット関連サービス事業

(2) 企業結合の法的形式

当社を承継会社とする吸収分割

(3) 結合後企業の名称

フリービット株式会社

(4) 取引の目的を含む取引の概要

①企業結合の目的 グループ全体の法人向け事業の統合のため

②事業譲渡日 平成20年２月１日

③取得した事業の取得原価 5,259千円

④受け入れた資産及び引受けた負債

の額並びにその主な内訳

固定資産 3,653千円

資産計 3,653千円

流動負債 179千円

負債計 179千円

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）に基づき、共通支配

下の取引として会計処理を行っております。

（メディア・クルーズ・ソリューション株式会社のテレコミュニケーション事業の事業譲受）

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び結

合後企業の名称

相手企業の名称 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社

取得した事業の内容 テレコミュニケーション事業（IP電話付加価値サービスの開発、

販売及び保守）

企業結合を行った理由 当社グループのメッセージング分野の販路の拡大と充実のため

企業結合日 平成20年２月29日

企業結合の法的形式 事業譲受

結合後企業の名称 フリービット株式会社

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

自　平成20年２月29日　至　平成20年４月30日

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した事業の取得原価 510,576千円

４．発生したのれんの金額等

のれんの金額 226,214千円

発生原因 承継した事業の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については５年間で均等償却する方針です。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 28,925千円

固定資産 260,653千円

資産計 289,578千円

流動負債 30,510千円

負債計 30,510千円



６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 1,037,949千円

営業利益 56,605千円

経常利益 47,544千円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の経営成績を示すものではありません。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

７．取得原価のうち無形固定資産に配分された金額及び種類別の償却期間

無形固定資産（ソフトウェア） 258,029千円

償却期間 ３年～５年



当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

（当社の個人向けインターネット接続サービス事業の吸収分割）

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要

(１) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

　当社の個人向けインターネット接続サービス事業

(２) 企業結合の法的形式

当社を分割会社、当社の連結子会社である株式会社ドリーム・トレイン・インターネットを承継会社と

する簡易分割を、共通支配下の取引として実施しております。

(３) 結合後企業の名称

　株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（当社の連結子会社）

(４) 取引の目的を含む取引の概要

当社グループの事業体制を再編するに当たり、当社が主に法人向け事業を、連結子会社の株式会社ド

リーム・トレイン・インターネットが接続サービス事業にそれぞれ注力するため、当社の所有する個人

向け接続サービス事業を連結子会社に承継させることにより、より効率的な事業運営を目指しておりま

す。

　本取引は、平成20年４月30日付けで吸収分割契約を締結し、平成20年７月１日をもって事業の分割を

行っております。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として会計処理を行っております。

（株式会社ＩＳＡＯのインターネット接続事業の吸収分割による承継）

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び

結合後企業の名称

相手企業の名称 株式会社ＩＳＡＯ

取得した事業の内容 個人向けインターネット接続サービス事業及びマンション向けブロードバ

ンドネットワークサービス事業

企業結合を行った理由 個人向けインターネット接続事業の強化

企業結合日 平成20年９月１日

企業結合の法的形式 分割会社の事業部門を承継会社が承継する吸収分割

結合後企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

自　平成20年９月１日　至　平成21年３月31日

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 500,000千円

取得原価  500,000千円

４．発生したのれんの金額等

のれんの金額 500,000千円

発生原因 承継した事業の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については５年間で均等償却する方針です。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 1,761千円 流動負債 2,300千円

固定資産 539千円 固定負債 －

合計 2,300千円 合計　 2,300千円

６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額



売上高 858百万円

営業利益 121百万円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

 

（コールセンター受託サービス事業の新設分割及び株式譲渡）

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事

業分離の概要

分離先企業の名称 スリープログループ株式会社

分離した事業の内容 当社のコールセンター受託事業

事業分離を行った理由 取引先顧客事務所内でのコールセンター業務（いわゆるインハウス型のコー

ルセンター業務受託）に関して、事業を承継する新設子会社である株式会

社コラソンの株式をスリープログループ株式会社(以下、「ＴＰＧ」とい

う)に譲渡し、ＴＰＧのグループ会社となることで、コールセンターの受託

業務に関して大規模に展開しているＴＰＧの運用実績やノウハウを活かし、

両社のコアコンピタンスをより充実させ、同時に本件事業のお客様に対す

るよりよいサービス環境を提供できると判断いたしました。

事業分離日 平成20年10月１日

法的形式を含む事業分離

の概要

当社の部門を新設分割方式により設立した事業会社（株式会社コラソン）

の株式譲渡

２．実施した会計処理の概要

(1) 移転損益の金額

26,634千円

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 100千円 流動負債 －

固定資産 363千円 固定負債 －

合計 463千円 合計　 －

３．当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 69,083千円

営業利益 13,961千円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

 

（株式会社ビワローブのインターネット接続事業の吸収分割による承継）

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び

結合後企業の名称

相手企業の名称 株式会社ビワローブ

取得した事業の内容 個人向けインターネット接続サービス事業

企業結合を行った理由 個人向けインターネット接続事業の強化

企業結合日 平成20年11月１日

企業結合の法的形式 分割会社の事業部門を承継会社が承継する吸収分割

結合後企業の名称 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　自　平成20年11月１日　至　平成21年３月31日



３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 350,000千円

取得原価  350,000千円

４．発生したのれんの金額等

のれんの金額 348,096千円

発生原因 承継した事業の今後の事業展開によって期待される将来の収益力

償却方法及び償却期間 のれんの償却については５年間で均等償却する方針です。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 61,153千円 流動負債 61,804千円

固定資産 1,921千円 固定負債 －

合計 63,074千円 合計 61,804千円

６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 208百万円

営業利益  25百万円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。

 

（メディアエクスチェンジ株式会社の連結子会社化）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 メディアエクスチェンジ株式会社

取得した事業の内容 企業向けデータセンター運営及びインターネット接続サービス等

企業結合を行った理由 インターネットビジネス支援事業の強化

企業結合日 平成21年３月19日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 メディアエクスチェンジ株式会社

取得した議決権比率 83.25％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

該当期間はありません。

３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した企業の取得原価  2,024,404千円

取得原価の内訳 株式取得費用 1,912,283千円

 株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等） 112,120千円

４．発生したのれんの金額等

負ののれんの金額 808,059千円

発生原因 メディアエクスチェンジ株式会社の取得原価が、取得した資産及び引き受け

た負債に配分された純額を下回ったため負ののれんが発生いたしました。

償却方法及び償却期間 ３年間で均等償却する方針です。



５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 2,915,961千円

固定資産 1,850,925千円

資産計 4,766,886千円

流動負債 827,768千円

固定負債 310,830千円

負債計 1,138,599千円

６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 3,853,966千円

営業損失 488,858千円

経常損失 500,900千円

当期純損失 3,556,870千円

※１．上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。

また、実際に企業結合が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

※２．概算額の注記につきましては、監査証明を受けておりません。



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり純資産額 58,009円18銭

１株当たり当期純利益金額 14,112円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

13,682円12銭

１株当たり純資産額 96,710円12銭

１株当たり当期純利益金額 36,393円95銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

35,475円62銭

当社は、平成19年12月１日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、当

連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため記載し

ておりません。

　（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

あります。

前連結会計年度
(自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 632,389 1,674,448

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る当期純利益(千円) 632,389 1,674,448

普通株式の期中平均株式数(株) 44,811 46,009

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（千円） - -

普通株式増加数(株) 1,409 1,191

（うち新株予約権(株)） (1,409) (1,191)

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

（新株予約権450個）

　普通株式　　　　4,500株

（新株予約権450個）

　普通株式　　　　4,500株



（重要な後発事象）

　前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

１．会社分割について

当社は、当社の個人向けインターネット接続サービス事業（以下、「本件事業」といいます）に関する

権利義務を、会社分割（吸収分割）にて当社の連結子会社である株式会社ドリーム・トレイン・インター

ネットに分割する契約を平成20年４月30日付けで締結し、平成20年７月１日をもって本件事業の分割を

行っております。

 

本件の概要については以下のとおりであります。

（１）相手企業の名称及び分割する事業の内容

①相手企業の名称

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

②分割する事業の内容

個人向けインターネット接続サービス事業

③分割する事業の経営成績

売上高 77百万円

④分割する資産及び負債の項目

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 - 流動負債 -

固定資産 28百万円 固定負債 -

合　計 28百万円 合　計 -

（２）会社分割（吸収分割）の日程

平成20年４月30日　分割契約承認取締役会

平成20年４月30日　分割契約締結

平成20年７月１日　本件会社分割の効力発生日

（注）本件会社分割は会社法第784条第３項の規定に基づき、会社法第783条第１項に定める株主総会

の承認を得ずに行われました。

（３）企業結合の法的形式

株式会社ドリーム・トレイン・インターネットを取得企業とする吸収分割であります。なお、会社

分割に際して株式の割当交付は行っておりません。

（４）会計処理の概要

本吸収分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11

月15日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。

（５）分割する事業の取得原価及びその内訳

株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは当社に対して本件会社分割により金28,583千円を

交付いたしました。

（６）発生するのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

発生するのれんはありません。

（７）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該事業年度移行の会計処理

該当事項はありません。

　当連結会計年度（自　平成20年５月１日　至　平成21年４月30日）

該当事項はありません。



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 446,787 503,982

売掛金 843,594 906,177

商品 35,577 －

商品及び製品 － 18,475

貯蔵品 1,513 －

原材料及び貯蔵品 － 1,244

前払費用 59,584 70,880

繰延税金資産 － 113,917

未収入金 135,156 116,144

その他 1,078 11,048

貸倒引当金 △1,664 △1,590

流動資産合計 1,521,629 1,740,281

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 109,415 91,726

構築物（純額） 4,721 3,749

工具、器具及び備品（純額） 31,169 24,077

リース資産（純額） － 46,198

有形固定資産合計 145,307 165,751

無形固定資産   

のれん 248,424 173,431

ソフトウエア 370,955 191,233

その他 6,469 7,765

無形固定資産合計 625,849 372,429

投資その他の資産   

投資有価証券 27,870 122,771

関係会社株式 5,672,145 7,697,886

破産更生債権等 3,215 4,096

長期前払費用 53,390 154,910

繰延税金資産 － 15,597

差入保証金 105,591 110,447

その他 239 276

貸倒引当金 △3,215 △4,096

投資その他の資産合計 5,859,237 8,101,889

固定資産合計 6,630,394 8,640,070

資産合計 8,152,023 10,380,352



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 24 16,105

短期借入金 2,190,000 3,800,000

1年内返済予定の長期借入金 676,000 660,000

リース債務 － 12,049

未払金 532,489 635,270

未払費用 124,761 112,304

未払法人税等 8,086 11,809

未払消費税等 3,951 103,925

預り金 15,830 24,832

その他 37,500 100,134

流動負債合計 3,588,644 5,476,430

固定負債   

社債 100,000 －

長期借入金 2,310,000 1,650,000

リース債務 － 34,360

その他 2,276 4,898

固定負債合計 2,412,276 1,689,258

負債合計 6,000,921 7,165,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,774,325 1,854,425

資本剰余金   

資本準備金 402,542 482,642

資本剰余金合計 402,542 482,642

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △49,515 853,109

利益剰余金合計 △49,515 853,109

株主資本合計 2,127,351 3,190,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 736

評価・換算差額等合計 － 736

新株予約権 23,751 23,751

純資産合計 2,151,102 3,214,663

負債純資産合計 8,152,023 10,380,352



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 5,170,030 6,314,266

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 32,378 35,577

当期商品仕入高 373,806 39,382

合計 406,185 74,960

他勘定振替高 9,509 15,969

商品期末たな卸高 35,577 18,475

商品売上原価 361,097 40,516

事業原価   

当期事業原価 3,508,116 4,307,183

受託開発原価   

当期受託開発原価 71,585 12,384

売上原価合計 3,940,799 4,360,084

売上総利益 1,229,230 1,954,182

販売費及び一般管理費 914,492 1,126,229

営業利益 314,738 827,952

営業外収益   

受取利息 1,892 1,000

受取配当金 50 239

助成金収入 － 1,594

為替差益 － 2,539

その他 214 1,110

営業外収益合計 2,157 6,483

営業外費用   

支払利息 55,412 82,181

社債利息 1,879 1,356

ローン組成手数料 105,583 －

株式交付費償却 211 －

その他 1,666 1,722

営業外費用合計 164,753 85,260

経常利益 152,142 749,175

特別利益   

事業譲渡益 － 26,634

受取補償金 － 5,521

その他 － 564

特別利益合計 － 32,719



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 5,728 －

固定資産除却損 862 3,099

投資有価証券評価損 16,954 1,584

その他 2,100 －

特別損失合計 25,644 4,683

税引前当期純利益 126,497 777,211

法人税、住民税及び事業税 3,737 4,607

法人税等調整額 － △130,019

法人税等合計 3,737 △125,412

当期純利益 122,760 902,624



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,663,325 1,774,325

当期変動額   

新株の発行 111,000 80,100

当期変動額合計 111,000 80,100

当期末残高 1,774,325 1,854,425

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 267,325 402,542

当期変動額   

新株の発行 111,000 80,100

株式交換による増加 24,217 －

当期変動額合計 135,217 80,100

当期末残高 402,542 482,642

資本剰余金合計   

前期末残高 267,325 402,542

当期変動額   

新株の発行 111,000 80,100

株式交換による増加 24,217 －

当期変動額合計 135,217 80,100

当期末残高 402,542 482,642

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 △172,275 △49,515

当期変動額   

当期純利益 122,760 902,624

当期変動額合計 122,760 902,624

当期末残高 △49,515 853,109

利益剰余金合計   

前期末残高 △172,275 △49,515

当期変動額   

当期純利益 122,760 902,624

当期変動額合計 122,760 902,624

当期末残高 △49,515 853,109

株主資本合計   

前期末残高 1,758,374 2,127,351

当期変動額   

新株の発行 222,000 160,200



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株式交換による増加 24,217 －

当期純利益 122,760 902,624

当期変動額合計 368,977 1,062,824

当期末残高 2,127,351 3,190,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,821 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,821 736

当期変動額合計 2,821 736

当期末残高 － 736

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,821 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,821 736

当期変動額合計 2,821 736

当期末残高 － 736

新株予約権   

前期末残高 － 23,751

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,751 －

当期変動額合計 23,751 －

当期末残高 23,751 23,751

純資産合計   

前期末残高 1,755,553 2,151,102

当期変動額   

新株の発行 222,000 160,200

株式交換による増加 24,217 －

当期純利益 122,760 902,624

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,572 736

当期変動額合計 395,549 1,063,560

当期末残高 2,151,102 3,214,663



事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当事業年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ労務費  838,381 23.9 879,279 20.4

Ⅱ経費 ※１ 2,669,735 76.1 3,427,904 79.6

当期事業原価  3,508,116 100.0 4,307,183 100.0

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当事業年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

　※１　経費の主な内訳

通信回線利用料　　　1,607,262千円

支払賃借料　　　　　　349,991千円

保守料　　　　　　　　171,114千円

　※１　経費の主な内訳

通信回線利用料　　　2,064,062千円

支払賃借料　　　　　　408,513千円

保守料　　　　　　　　219,507千円

業務委託費  　　　　　142,870千円 業務委託費  　　　　　228,224千円

受託開発原価明細書

  
前事業年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当事業年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ労務費  10,158 14.2 4,737 38.3

Ⅱ外注費  56,088 78.4 - -

Ⅲ経費 ※２ 5,338 7.4 7,647 61.7

当期受託開発費用  71,585 100.0 12,384 100.0

期首仕掛品たな卸高  -  -  

合計  71,585  12,384  

期末仕掛品たな卸高  -  -  

　　当期受託開発原価  71,585  12,384  

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

当事業年度
（自　平成20年５月１日
至　平成21年４月30日）

　　１　原価計算の方法

個別原価計算によっております。

　　１　原価計算の方法

同左

　※２　経費の主な内訳

保守料　　　　　　　　1,895千円

　※２　経費の主な内訳

保守料　　　　　　　　4,099千円



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

６．その他

(1）役員の異動

　開示内容が定まった時点で開示いたします。

(2）その他

 該当事項はありません。
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