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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 2,254 ― 52 ― 49 ― 28 ―

20年3月期第1四半期 1,800 18.2 135 △9.8 40 △67.7 △22 ―

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 179.59 ―

20年3月期第1四半期 △139.08 ―

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 11,328 4,920 35.1 25,594.38
20年3月期 11,624 4,970 34.5 25,521.05

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,974百万円 20年3月期  4,015百万円

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 ― ― ― 300.00 300.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 300.00 300.00

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 4,940 33.5 170 4.1 130 364.2 40 △74.3 254.24
通期 10,500 21.0 680 67.1 600 189.6 280 256.8 1,779.71

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、３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、３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） 

 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、上記予想数値と異なる場合があります。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 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3月期第1四半期  186,368株 20年3月期  186,368株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  31,077株 20年3月期  29,039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  157,307株 20年3月期第1四半期  161,573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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高や米国景気悪化など外部環境が厳しさを増して

おり、これまで景気を牽引してきた企業の景況感が悪化し、景気は減速傾向を強めてまいりました。
このような状況下、当第１四半期における連結業績につきましては、売上高2,254百万円（前年同期比25.2

％増）、営業利益52百万円（前年同期比61.6％減）、経常利益49百万円（前年同期比23.3％増）、四半期純利益
28百万円（前年同期比50百万円増）となりました。
事業セグメント別の業績については以下の通りです。
出版事業におきましては、書籍販売が堅調に推移し、インターネットメディア広告及び受託業務売上が伸

張したことから、売上高は831百万円（前年同期比20.5％増）となりました。営業利益は、原価率等の影響も
あり、95百万円（前年同期比15.9％減）となりました。
コーポレートサービス事業におきましては、前期からの継続した新規開拓営業の成果などにより、売上高

は284百万円（前年同期比8.1％増）となりました。営業利益は、原価率等の影響もあり、11百万円（前年同
期比65.2％減）となりました。
ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、昨年10月に当社連結子会社となった（株）イージーユ

ーズの売上が寄与したこと及びモバイル事業が好調に推移したことから、売上高は368百万円（前年同期比
6.3％増）となりました。営業利益は、ゲーム受託開発の大型納品がなかったことや（株）イージーユーズが
営業損失を計上したことなどから、△７百万円（前年同期比21百万円減）となりました。
インターネットカフェ事業におきましては、前連結会計年度中に新規出店した店舗売上が寄与し、売上高

は417百万円（前年同期比16.8％増）となりました。営業利益は、一部新店の収益化が遅れたことなどから、
７百万円（前年同期比73.6％減）となりました。
教育・人材事業におきましては、昨年７月に当社連結子会社となった（株）システム・テクノロジー・ア

イの売上が寄与したこと及び（株）SEプラスのメディア事業、育成型人材派遣事業が好調に推移したことに
より、売上高は350百万円（前年同期比147.8％増）となりました。営業利益は、(株）システム・テクノロジ
ー・アイが若干の損失を計上したことなどから、７百万円（前年同期比32.4％減）となりました。
その他の事業におきましては、売上高840千円（前年同期比横這い）、営業利益１百万円（前年同期比2.5％

減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間における総資産は、売上債権が322百万円減少したことを主因に、前連結会計年

度末比295百万円減の11,328百万円となりました。負債については、有利子負債の131百万円減少、未払法人
税等の80百万円減少及び返品調整引当金36百万円減少を主因に、前連結会計年度末比245百万円減の6,407百
万円となりました。純資産については、自己株式取得による29百万円減少を主因に、前連結会計年度末比50
百万円減の4,920百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期は概ね当初に想定した範囲内で推移しており、中間期及び通期につきましては、平成20年５

月23日に発表いたしました「平成20年３月期決算短信」に記載している当期（平成20年４月１日～平成21年
３月31日）の連結業績予想を変更しておりません。
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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 一般債権の貸倒見積高の算定方法

該当事項はありません。

２ 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、

実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が

明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。

３ 原価差異の配賦方法

該当事項はありません。

４ 固定資産の減価償却費の算定方法

該当事項はありません。

５ 経過勘定項目の算定方法

該当事項はありません。

６ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

該当事項はありません。

７ 持分プーリング法の適用に伴う内部取引の相殺消去

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
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。
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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：百万円）

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 2,940 2,902

受取手形及び売掛金 1,822 2,144

有価証券 98 120

商品 24 14

製品 1,032 981

原材料 1 1

仕掛品 259 243

その他 310 326

貸倒引当金 △12 △8

流動資産合計 6,478 6,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,664 1,636

減価償却累計額 △370 △350

建物及び構築物（純額） 1,293 1,286

土地 1,089 1,089

その他 970 951

減価償却累計額 △678 △638

その他（純額） 292 313

有形固定資産合計 2,675 2,689

無形固定資産

のれん 436 438

その他 330 336

無形固定資産合計 766 775

投資その他の資産

投資有価証券 457 451

敷金及び保証金 542 563

その他 429 441

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 1,407 1,434

固定資産合計 4,850 4,899

資産合計 11,328 11,624
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（単位：百万円）

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 659 691

1年内償還予定の社債 1,013 1,013

短期借入金 664 731

未払法人税等 18 98

賞与引当金 40 74

役員賞与引当金 － 6

返品調整引当金 130 167

その他 588 518

流動負債合計 3,115 3,300

固定負債

社債 2,380 2,417

長期借入金 665 693

退職給付引当金 166 164

役員退職慰労引当金 58 56

その他 21 21

固定負債合計 3,291 3,353

負債合計 6,407 6,653

純資産の部

株主資本

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,938 1,938

利益剰余金 1,387 1,406

自己株式 △764 △735

株主資本合計 3,967 4,015

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 △14

土地再評価差額金 14 14

評価・換算差額等合計 7 0

少数株主持分 946 955

純資産合計 4,920 4,970

負債純資産合計 11,328 11,624
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 2,254

売上原価 1,652

売上総利益 601

返品調整引当金戻入額 36

差引売上総利益 637

販売費及び一般管理費 585

営業利益 52

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

為替差益 9

投資有価証券売却益 0

負ののれん償却額 4

持分法による投資利益 1

その他 5

営業外収益合計 22

営業外費用

支払利息 18

その他 6

営業外費用合計 24

経常利益 49

特別利益

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産売却損 0

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 1

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 46

法人税、住民税及び事業税 12

法人税等調整額 16

法人税等合計 28

少数株主損失（△） △10

四半期純利益 28
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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)

出版事業

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の

事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高 831 284 368 417 350 0 2,254 ― 2,254

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 18 0 78 ― 18 4 119 (119) ―

計 850 285 447 417 369 4 2,373 (119) 2,254

営業利益

又は営業損失（△）
95 11 △7 7 7 1 115 (62) 52

(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 各区分の主な事業内容

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売
コーポレート

サービス事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供

　製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業ＰＲ

/ＩＲのサポートサービス
ソフトウェア・

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及

びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設

計・構築支援サービス、ネット広告販売
インターネット

カフェ事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業
その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年５月及び６月（約定日ベース）に市場から自己株式を29百万円取得いたしました。こ

の結果、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が764百万円となっております。

　また、剰余金の配当47百万円及び四半期純利益28百万円を計上した結果、当第１四半期連結会計期間末

において利益剰余金が1,387百万円となっております。
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平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

前四半期に係わる財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

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）

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 1,800

Ⅱ 売上原価 1,301

　 売上総利益 499

　 返品調整引当金繰入額 -

　 返品調整引当金戻入額 63

　 差引売上総利益 562

Ⅲ 販売費及び一般管理費 426

営業利益 135

Ⅳ 営業外収益 12

Ⅴ 営業外費用 107

経常利益 40

Ⅵ 特別利益 -

Ⅶ 特別損失 7

　 税金等調整前

　 四半期(当期)純利益
32

　 税金費用 52

　 少数株主利益 1

　 四半期(当期)純利益 △22

(2) 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）

出版事業

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の

事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高 690 263 346 357 141 0 1,800 ― 1,800

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 14 ― 34 ― 8 4 61 (61) ―

計 705 263 381 357 149 4 1,861 (61) 1,800

営業利益 113 31 13 26 10 1 198 (62) 135

（注）増減比較を可能とするため、当第１四半期連結累計期間の表示区分によった場合を表示しております。
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