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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,688 ― 571 ― 581 ― 297 ―

20年3月期第1四半期 2,665 22.6 232 △60.3 225 △61.5 △338 ―

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

21年3月期第1四半期 6,739.65 ―

20年3月期第1四半期 △7,771.43 ―

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3月期第1四半期 9,543 8,232 86.0 186,099.49
20年3月期 9,464 8,014 84.6 181,714.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,204百万円 20年3月期  8,010百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 5,192 ― 819 ― 804 ― 1,020 ― 23,137.65
通期 10,883 △2.4 1,677 △1.0 1,647 1.4 1,406 291.9 31,893.66

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  45,306株 20年3月期  45,306株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,222株 20年3月期  1,222株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  44,084株 20年3月期第1四半期  43,588株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とする世界経済の減速懸念や

原油価格の高騰に伴う物価上昇が個人消費にも波及し、企業業績の先行き不透明感が増してきております。

　このような状況のもと当社グループでは携帯電話およびＰＣ向けのパチスロ・パチンコゲームを中心とし

たコア事業の強化・拡大を推し進めると共に、新規サービスの立ち上げに向けても積極的に事業活動を行っ

てまいりました。

  また、更なる収益性の強化を目的とし、筋肉質の体質になるべくコスト構造の見直し、管理を徹底いたし

ました。

　以上の結果、当第１四半期における連結業績は、売上高26億88百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益５

億71百万円（前年同期比145.8％増）、経常利益５億81百万円（前年同期比157.7％増）、四半期純利益２億97

百万円（前年同期は四半期純損失３億38百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

《コンテンツ事業》

アミューズメント事業におきましては、ＰＣ向けパチスロ・パチンコオンラインゲーム「７７７タウンド

ットネット」において登録会員数が国内オンラインゲームで最大級となる100万人を突破いたしました。ま

た、同サービスにおいては引き続き新規参画メーカーの獲得に努め、当第１四半期末時点での参画メーカー

数は前期末から２社増加の合計21社となっております。

  また、携帯電話向けパチスロ・パチンコゲームサイト「サミー７７７タウン」においては、パチスロ参加

人口が減少傾向にある中、会員数の獲得に苦戦いたしましたが、ユーザーに対するサービス向上等の施策を

積極的に推進してまいりました。

　この結果、アミューズメント事業の売上高は19億32百万円（前年同期比7.1％増）となりました。

ポイントメディア事業におきましては、インターネット上でショッピングや資料請求を行うことで各種ポ

イントを貯めたり、予想問題を通じてポイントを増やすことができるサービス「予想ネット」において、新

規のポイントをふやせるゲームの投入や、他社とのＩＤやポイントの連携を強化することで、ユーザー満足

度の向上に努めました。また予想ネットモバイル公式サービスの開発を進めてまいりました。

  この結果、ポイントメディア事業の売上高は１億58百万円（前年同期比9.1％減）となりました。

モバイルコンテンツ事業におきましては、携帯電話でメッセージを作成すればそのままハガキの送付がで

きるサービス「ＥＺケータイＰＯＳＴ」において、母の日や父の日にメッセージカードに添えてプレゼント

も送付することができるキャンペーンを実施し、利用者数の増加とサービスの認知度の向上に努めてまいり

ました。

  また、着信メロディーサービス「プラチナメロディー」を中心とする携帯電話向けサービスにつきまして

は、着信メロディー市場が飽和傾向にあるため、会員者数は減少傾向で推移いたしましたが、コスト構造の

見直しなどの施策を積極的に推進することで、収益性の向上に努めてまいりました。

  この結果、モバイルコンテンツ事業の売上高は１億29百万円（前年同期比34.4％減）となりました。

新規事業におきましては、携帯電話向けにエデュテイメント（※）分野のサービスをスタートさせており

ます。

コンテンツ事業の売上高といたしましては、22億21百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益５億90百万円

（前年同期比86.6％増）となりました。

　※ 教育（エデュケーション）と娯楽（エンターテイメント）の造語。

《ソリューション事業》

ソリューション事業におきましては、ＧＰＳゴルフカート運行システム「Ｔｒｕｓｔ Ｎａｖｉ」の営業活

動を積極的に推進するとともに、システム開発案件の受注の確保に努めてまいりました。

　この結果、ソリューション事業の売上高は４億76百万円（前年同期比 38.7%増）、営業損失21百万円（前年

同期は営業損失68百万円）となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

資産合計は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、95億43百万円となりました。主な増減は、現金及

び預金の増加６億99百万円、売掛金の減少１億76百万円、のれんの減少97百万円、未収還付法人税等の減少

３億60百万円などがありました。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億39百万円減少し、13億11百万円となりました。その主な増減は、

買掛金の減少94百万円、未払金の減少45百万円などがありました。

その結果、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億18百万円増加し、82億32百万円となり、自己資本

比率は1.4ポイント増加し86.0％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ６億99百万円増加し、38億87百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの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）

営業活動の結果得た資金は、９億73百万円（前年同期比 11億27百万円増）となりました。主な内訳は、

税金等調整前四半期純利益５億80百万円、減価償却費１億57百万円やのれん償却額94百万円、売上債権の減

少額１億44百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に用いられた資金は、１億61百万円（前年同期比 21百万円減）となりました。これは、主に主

力コンテンツ事業におけるゲームアプリ開発等による無形固定資産の取得による支出１億62百万円や新規連

結子会社株式の取得による収入11百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に用いられた資金は、１億11百万円（前年同期比 ２億52百万円減）となりました。これは、主

に配当金の支払額１億10百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、コア事業であるアミューズ

メント事業の業績が当初の予想通りに今後も推移する見込みであり、平成20年４月28日に公表いたしました

業績予想から変更はございません。

　なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

     （固定資産の減価償却費の算定方法)

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する

　会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

　結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

　準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

　(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　 なお、これによる損益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19

　年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

　基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)

　を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引(重

  要性が乏しいと認められる場合を除く)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

　計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして

　算定する方法によっております。

　 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　 なお、これによる損益に与える影響はありません。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 3,887,585 3,188,004

受取手形 － 3,812

売掛金 1,858,386 2,035,172

商品 4,949 5,081

仕掛品 231,158 298,956

繰延税金資産 55,681 649

未収還付法人税等 185,683 546,544

その他 282,979 173,678

貸倒引当金 △54,800 △43,218

流動資産合計 6,451,624 6,208,680

固定資産

有形固定資産

建物 77,163 77,536

減価償却累計額 △15,306 △13,526

車両運搬具 10,409 －

減価償却累計額 △1,085 －

工具、器具及び備品 225,752 223,150

減価償却累計額 △150,179 △142,311

有形固定資産合計 146,753 144,849

無形固定資産

のれん 1,322,608 1,420,105

ソフトウエア 489,972 520,703

その他 57,382 67,459

無形固定資産合計 1,869,963 2,008,268

投資その他の資産

投資有価証券 203,367 209,558

繰延税金資産 426,853 403,594

その他 454,359 499,016

貸倒引当金 △8,984 △9,004

投資その他の資産合計 1,075,596 1,103,165

固定資産合計 3,092,313 3,256,283

資産合計 9,543,937 9,464,964
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部 

流動負債

買掛金 746,651 841,592

未払金 161,653 207,511

未払法人税等 1,155 2,392

賞与引当金 48,453 83,480

役員賞与引当金 12,500 －

ポイント引当金 127,546 129,533

その他 137,342 100,207

流動負債合計 1,235,301 1,364,717

固定負債

役員退職慰労引当金 70,097 66,787

その他 6,314 19,313

固定負債合計 76,411 86,100

負債合計 1,311,713 1,450,818

純資産の部

株主資本

資本金 2,330,275 2,330,275

資本剰余金 2,974,810 2,974,810

利益剰余金 3,671,427 3,479,474

自己株式 △753,103 △753,103

株主資本合計 8,223,410 8,031,457

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,400 △20,739

評価・換算差額等合計 △19,400 △20,739

少数株主持分 28,214 3,428

純資産合計 8,232,224 8,014,146

負債純資産合計 9,543,937 9,464,964
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日) 

売上高  2,688,611

売上原価 1,375,780

売上総利益 1,312,830

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 71,920

給料及び手当 190,512

賞与引当金繰入額 48,453

役員賞与引当金繰入額 12,500

役員退職慰労引当金繰入額 4,140

のれん償却額 94,513

その他 319,397

販売費及び一般管理費合計 741,437

営業利益 571,393

営業外収益

受取利息 407

受取配当金 7

貸倒引当金戻入額 9,530

保険解約返戻金 7,838

その他 599

営業外収益合計 18,382

営業外費用

支払利息 96

為替差損 199

持分法による投資損失 8,450

営業外費用合計 8,745

経常利益 581,030

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 830

特別利益合計 830

特別損失

リース解約損 923

特別損失合計 923

税金等調整前四半期純利益 580,937

法人税、住民税及び事業税 356,382

法人税等調整額 △79,210

法人税等合計 277,172

少数株主利益 6,654

四半期純利益 297,110
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 580,937

減価償却費 157,602

のれん償却額 94,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,258

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,500

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,310

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,530

受取利息及び受取配当金 △415

支払利息 96

為替差損益（△は益） 199

持分法による投資損益（△は益） 8,450

売上債権の増減額（△は増加） 144,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,931

仕入債務の増減額（△は減少） △70,200

未払金の増減額（△は減少） △35,020

保険積立金の増減額（△は増加） 42,094

その他 18,577

小計 975,932

利息及び配当金の受取額 360

利息の支払額 △96

法人税等の支払額 △2,715

営業活動によるキャッシュ・フロー 973,481

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 △11,162

無形固定資産の取得による支出 △162,797

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入
11,484

その他 545

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △110,349

その他 △836

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 700,164

現金及び現金同等物の期首残高 3,188,004

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △584

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,887,585
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

コンテンツ
事業
(千円)

ソリュー
ション事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

　売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

2,221,503 467,108 2,688,611 ― 2,688,611

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 9,567 9,567 (9,567) ―

計 2,221,503 476,675 2,698,179 (9,567) 2,688,611

　 営業費用 1,630,604 498,494 2,129,099 (11,881) 2,117,217

　 営業利益又は
　 営業損失（△）

590,898 △21,818 569,079 2,314 571,393

(注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンテンツ事業 ネットワークコンテンツの企画・制作・配信等

ソリューション事業 IT受託・運営業務・ビジネスコンサルティング等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

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。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,665,459

Ⅱ 売上原価 1,397,524

　 売上総利益 1,267,935

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,035,449

　１ 広告宣伝費 167,420

　２ 給料手当 204,425

　３ 賞与引当金繰入額 47,180

　４ 役員賞与引当金繰入額 12,500

　５ 役員退職慰労引当金繰入額 7,427

　６ のれん償却額 207,063

　７ その他 389,432

　 営業利益 232,485

Ⅳ 営業外収益 13,530

　１ 受取利息 1,011

　２ 受取配当金 142

　３ 為替差益 8,407

　４ 貸倒引当金戻入益 3,725

　５ その他 242

Ⅴ 営業外費用 20,507

　１ 支払利息 135

　２ 持分法による投資損失 13,523

　３ 株式交付費 10

　４ 自己株式買付手数料 6,256

　５ その他 581

　 経常利益 225,508

Ⅵ 特別利益 2,990

　投資有価証券売却益 2,990

Ⅶ 特別損失 1,121,335

　１ 固定資産除却損 467

　２ 減損損失 1,120,868

　 税金等調整前四半期純損失 892,837

　 法人税、住民税及び事業税 187,178

　 法人税等調整額 △691,525

　 少数株主損失 49,746

　 四半期純損失 338,744
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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損失 △892,837

　    減価償却費 124,795

      のれん償却額 207,063

　 減損損失 1,120,868

　 賞与引当金の減少額 △29,820

　 役員賞与引当金の減少額 △37,500

　 ポイント引当金の増加額 2,502

　 役員退職慰労引当金の減少額 △10,132

　 貸倒引当金の減少額 △3,586

　 受取利息及び受取配当金 △1,153

　 投資有価証券売却益 △2,990

　 支払利息 135

　 持分法による投資損失 13,523

　 為替差益 △8,407

　 売上債権の減少額 361,457

　 たな卸資産の増加額 △45,792

　 仕入債務の減少額 △141,400

　 未払金の増加額 6,014

　 その他 34,255

　 小計 696,994

      利息及び配当金の受取額 1,210

      利息の支払額 △135

      法人税等の支払額 △851,760

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △153,690

Ⅱ 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 △8,855

　 無形固定資産の取得による支出 △174,381

　 投資有価証券の取得による支出 △79,560

　 投資有価証券の売却による収入 87,000

　 敷金の差入による支出 △900

　 その他 △7,061

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △183,758

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　    株式の発行による収入 1,700

　 短期借入金の返済による支出 △3,000

　 配当金の支払額 △113,081

　 自己株式の取得による支出 △248,558

　 その他 △806

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △363,745

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 50,304

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △650,890

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,476,126

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,825,236
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(3) 継続企業の前提に関する注記

前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

コンテンツ
事業
(千円)

ソリュー
ション事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

　売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

2,310,825 270,878 83,756 2,665,459 ― 2,665,459

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 72,830 136 72,967 （72,967） ―

計 2,310,825 343,709 83,892 2,738,426 （72,967） 2,665,459

　 営業費用 1,994,188 412,414 98,740 2,505,343 （72,369） 2,432,973

　 営業利益又は
　 営業損失（△）

316,636 △68,705 △14,847 233,083 （597） 232,485

(注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンテンツ事業 ネットワークコンテンツの企画・制作・配信等

ソリューション事業 IT受託・運営業務・ビジネスコンサルティング等

その他の事業 家庭用ゲーム機・ソフトウェアの卸売販売等

３ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告18号）が、平成20年３月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同取扱いを適用しております。これにより当

第１四半期連結累計期間における営業費用は「コンテンツ事業」が122,414千円増加し、営業利益が同額減少し

ております。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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6. その他の情報

該当事項はありません。
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