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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 1,139 ― △0 ― 1 ― △6 ―

20年３月期第１四半期 804 ― △67 ― △66 ― △66 ―

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 △298 27 ― ―

20年３月期第１四半期 △3,015 95 ― ―

　(2) 連結財政状態

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 2,147 1,189 55.1 53,972 55

20年３月期 2,336 1,204 51.3 54,974 61
(参考) 自己資本 21年３月期第1四半期 1,182百万円 20年３月期 1,196百万円

2. 配当の状況

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 ― ― 350 00 350 00

21年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年３月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 350 00 350 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 2,250 ― △40 ─ △40 ─ △48 ─ △2,190 38

通期 5,000 19.4 100 △26.4 100 △28.8 37 △63.4 1,688 42
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 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 ： 無

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、５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）
　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 22,114株 20年３月期 22,114株

② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期  198株 20年３月期  200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 21,914株 20年３月期第１四半期 22,106株

※ 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。
本資料に記載した予想数値、業績見通し等の将来に関する記述は、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、予想数
値と異なる場合があります。
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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我が国の経済は、アジアでは中国を中心とした緩やかな景気拡大は続

いたものの、米国ではサブプライム問題による景気減速懸念の影響や、原油をはじめとする資源高の進行、
原材料価格の急騰、為替の影響等もあり、国内経済は景気減速と物価上昇の二つの懸念材料が高まる展開と
なりました。
　当社グループを取巻く環境の一つである情報通信関連業界におきましては、ＮＴＴグループが今期より次
世代ネットワークのサービスを開始するなど、ブロードバンドを活用した様々なサービスが本格的に展開さ
れる機運が高まっております。引続きウィルスや不正アクセス等による顧客情報漏洩など企業ネットワーク
における情報セキュリティシステム構築のニーズや金融商品取引法に準拠するための企業のＩＴ統制の需要
は底堅い状況でありました。
　このような経営環境のもと、当社グループは引続き東京・大阪・福岡を中心とした中堅・中小企業に対し
大企業とのデジタルデバイト（情報格差）を解消し、顧客企業が活力に満ちた事業体となるための顧客支援
を使命とし、通信システムの販売に留まらず、ＩＴ環境を重視したオフィスそのものの提案を行ってまいり
ました。
　その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高1,139,504千円（前年同期は804,687千円、
前年同期比較334,817千円増）、営業利益△451千円（前年同期は△67,321千円、前年同期比較66,870千円増）、
四半期純利益△6,536千円（前年同期は△66,670千円、前年同期比較60,134千円増）となりました。
　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

【ソリューション関連事業】
ネットワーク関連機器に関しましては、ＳＭＢ（中小企業）市場における情報セキュリティソリューショ

ンのニーズの高まりを受けて商品ラインナップを追加したことにより、ウィルス対策、スパムメール対策、
ファイアウォール、ＶＰＮ（仮想専用線）などの導入が堅調に推移いたしました。特に2007年６月にリリー
スしサービス開始したネットワーク機器レンタルサービス「マネージドゲートウェイ」が、ＩＳＰサービス
が横這いの中、特に首都圏において好調に推移いたしました。
　ホスティングサービスに関しましては、レンタルサーバー等を外注するＩＴアウトソーシングサービスの
ニーズが堅調に高まる市場を受けて、専用サーバーサービスが堅調に推移するとともに、2008年２月にリリ
ースしサービス開始したＡＳＰ型のファイルサーバーである「セキュアSamba」が好調に推移いたしました。
　その結果、ソリューション関連事業における業績は、売上高266,412千円（前年同期は212,822千円、前年
同期比較53,590千円増）、営業利益17,141千円（前年同期は△70,119千円、前年同期比較87,260千円増）とな
りました。

【オフィス関連事業】
ビジネスホンに関しましては、経済産業省からの特定商取引法改正通知の影響や、特に中堅・中小企業向

けのビジネスホン市場においては、現段階においてもリース与信審査の厳格化が継続しており、過去のビジ
ネスホンのリプレース及び他部門の顧客に対する重ね売り販売強化を実施し、外注工事の内製化により、原
価の圧縮が図れましたが、販売費及び一般管理費の増加分を吸収できていない状況であります。
　複合機及びカウンターサービスに関しましては、平成19年10月１日に株式会社アレストよりドキュメント
事業を譲受けたことと、当第１四半期連結会計期間より複合機営業選任部門を配置したことにより非常に好
調に推移しております。
　オフィス家具販売等のオフィスファシリティ関連に関しましては、顧客企業の収益力の低下に伴い活発で
あったオフィスの拡張や移転需要にも変化が見られ、東京23区内の空室率も平成19年９月の1.7％を底に、平
成20年６月には2.4％まで上昇するほど、当社がターゲットとする首都圏における入居需要が少なく、また代
理店からの紹介案件も大幅な減少の中、収益が低迷いたしました。
　その結果、オフィス関連事業における業績は、売上高475,988千円（前年同期は358,879千円、前年同期比
較117,109千円増）、営業利益△27,124千円（前年同期は40,482千円、前年同期比較67,606千円減）となりま
した。
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【回線サービス関連事業】
ソフトバンクテレコム株式会社が提供するおとくラインなどの回線接続受付に関しましては、営業部門に

おける役職者の他部門異動を含む人員の減少があるものの、これまで積み上げてきた顧客の総通話料金に比

例して上がるストック収益である口銭により、前期と比較し経営の効率化が図れております。

　その結果、回線サービス関連事業における業績は、売上高114,172千円（前年同期は130,320千円、前年同

期比較16,148千円減）、営業利益△459千円（前年同期は△17,936千円、前年同期比較17,477千円増）となり

ました。

【インターネットメディアコンテンツ関連事業】

「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」や「Digit@Link CMS（デジタリンクシーエムエ

ス）」を始めとしたWebアプリケーションの企画、開発、販売に留まらず、Web製作やアクセスアップコンサル

ティング、システムの受託開発・カスタマイズといった顧客の売上増大や業務効率アップを目的としたWebア

プリケーションに関するトータルソリューションをこれまで首都圏だけで展開しておりましたが、当第１四

半期より当社の大阪支社、福岡支店にも直営営業部門を配置し、大幅な販売規模の拡大を図ることができま

した。

　その結果、インターネットメディアコンテンツ関連事業における業績は、売上高99,788千円（前年同期は

38,561千円、前年同期比較61,227千円増）、営業利益12,440千円（前年同期は△19,256千円、前年同期比較

31,696千円増）となりました。

【人材関連事業】

人材関連事業に関しましては、当社の連結子会社であるスターティアレナジー株式会社において、一般事

務を中心とした人材派遣先が順調に増加し、販売規模の拡大を図ることができました。しかしながら、新卒

採用を中心とした７名の人員増加及び2008年１月の事務所移転に伴う賃料増加により、販売費及び一般管理

費が増加いたしております。

　その結果、人材関連事業における業績は、売上高183,142千円（前年同期は64,104千円、前年同期比較

119,038千円増）、営業利益△3,643千円（前年同期は△501千円、前年同期比較3,142千円減）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末における総資産は2,147,414千円となり、前連結会計年度末に比べ189,315千

円減少いたしました。その主な内容は、現金及び預金993,593千円（前連結会計年度末比較77,544千円減）、
売掛金489,285千円（前連結会計年度末比較113,638千円減）、繰延税金資産37,901千円（前連結会計年度末比
較502千円減）、無形固定資産244,415千円（前連結会計年度末比較12,188千円減）となっております。
　負債の部は958,121千円となり、前連結会計年度末に比べ173,894千円減少いたしました。その主な内容は、
買掛金221,777千円（前連結会計年度末比較54,328千円減）、短期借入金及び一年以内返済予定の借入金
351,664千円（前連結会計年度末比較5,000千円増）、未払法人税等2,084千円（前連結会計年度末比較79,007
千円減）、長期借入金116,670千円（前連結会計年度末比較16,666千円減）となっております。
　純資産の部は1,189,292千円となり、前連結会計年度末に比べ15,421千円減少いたしました。その主な内容
は、利益剰余金378,791千円（前連結会計年度末比較14,303千円減）となっております。

3. 連結業績予想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業績につきましては、売上高、利益共に概ね予想通りに推移しており

ますので、平成20年５月16日に発表いたしました連結業績予想に変更はございません。
　なお、業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。従いまし
て、本業績予想のみに全般的に依拠して投資判断を下すことは控えられますようお願いいたします。また、
実際の業績は、様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。
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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

 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当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 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」(企業会計基準委員

会 平成19年３月14日 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当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。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、当該会計処理方法の変更に伴う影響額はありません。
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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 993,593 1,071,137

売掛金 489,285 602,923

原材料 31,722 13,364

その他 76,682 77,776

貸倒引当金 △23,002 △18,407

流動資産合計 1,568,280 1,746,793

固定資産

有形固定資産 72,140 71,654

無形固定資産

のれん 150,483 159,933

その他 93,931 96,670

無形固定資産合計 244,415 256,603

投資その他の資産 262,577 261,676

固定資産合計 579,133 589,935

資産合計 2,147,414 2,336,729

負債の部

流動負債

買掛金 221,777 276,105

短期借入金 285,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 66,664 66,664

未払法人税等 2,084 81,091

賞与引当金 25,919 51,463

その他 240,006 243,354

流動負債合計 841,451 998,679

固定負債

長期借入金 116,670 133,336

固定負債合計 116,670 133,336

負債合計 958,121 1,132,015

純資産の部

株主資本

資本金 416,960 416,960

資本剰余金 401,960 401,960

利益剰余金 378,791 393,094

自己株式 △14,841 △15,015

株主資本合計 1,182,869 1,196,998

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 －

評価・換算差額等合計 △7 －

少数株主持分 6,429 7,714

純資産合計  1,189,292 1,204,713

負債純資産合計 2,147,414 2,336,729
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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 1,139,504

売上原価 665,523

売上総利益 473,981

販売費及び一般管理費 474,433

営業利益 △451

営業外収益

債務免除益 2,253

助成金収入 850

その他 969

営業外収益合計 4,072

営業外費用

支払利息 2,191

その他 264

営業外費用合計 2,456

経常利益 1,164

特別損失

固定資産除却損 8,060

特別損失合計 8,060

税金等調整前四半期純利益 △6,896

法人税、住民税及び事業税 423

法人税等調整額 501

法人税等合計 924

少数株主利益 △1,285

四半期純利益 △6,536
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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 △6,896

減価償却費 22,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,612

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,543

支払利息 2,191

有形固定資産除却損 8,060

売上債権の増減額（△は増加） 118,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,357

仕入債務の増減額（△は減少） △54,328

未払金の増減額（△は減少） △14,769

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,084

その他 17,627

小計 43,521

利息の支払額 △2,250

法人税等の支払額 △81,091

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △17,488

差入保証金の差入による支出 △218

投資有価証券の取得による支出 △740

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,446

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 5,000

長期借入金の返済による支出 △16,666

配当金の支払額 △7,669

自己株式の処分による収入 60

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,129

現金及び現金同等物の四半期末残高 988,586
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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)

(単位：千円)

ソリュー

ション

関連事業

オフィス

関連事業

回線

サービス

関連事業

インター

ネット

メディア

コンテンツ関

連事業

人材

関連事業
計

消去又は

全社
連結

売上高

　(1) 外部顧客

　 に対する

      売上高

266,412 475,988 114,172 99,788 183,142 1,139,504 ― 1,139,504

　(2) セグメン

　 ト間の内

　 部売上高

      又は

　 振替高

33,350 38,835 8,822 4,313 4,845 90,166 △90,166 ―

計 299,763 514,824 122,994 104,101 187,988 1,229,671 △90,166 1,139,504

営業利益又は営
業損失(△)

17,141 △27,124 △459 12,440 △3,643 △1,646 1,194 △451

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 事業内容

ソリューション関連事業

Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワ

ーク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎ

などを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイ

アウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ

ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア

コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関

する受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っており

ます。

人材関連事業
連結子会社であるスターティアレナジー株式会社が、人材派遣・人材紹介事業を

行っております。
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３ 事業区分の変更
　従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、内部管理上の事業区分を基準として、「機器関連事業」、
「回線受付サービス関連事業」、「ASP関連事業」、「その他」に区分しておりました。
　しかしながら、当連結会計年度において、サービスの効率的な提供に重点を置き、より迅速に市場の変化に対応
するために、取扱商材と内部利益管理区分の一致を図るための組織変更を行った結果、内部利益管理区分と従来の
事業セグメント区分とが整合しなくなったため、「ソリューション関連事業」、「オフィス関連事業」、「回線サービス
関連事業」、「インターネットメディアコンテンツ関連事業」、「人材関連事業」の区分に変更いたしました。
　このセグメント区分の変更は、現在内部利益管理上採用している事業内容及び販売方法等の類似性による事業区
分と事業の種類別セグメント区分の対応関係を明確にすることにより、グループ全体の経営実態をより適切に反映
するために行ったものであります。
　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント事業区分を、変更後の新しいセグメントの事業区分によった場合
の前第１四半期連結累計期間における事業の種類別のセグメント情報は、下記のとおりであります。

　 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)

　 (単位：千円)

ソリュー

ション

関連事業

オフィス

関連事業

回線

サービス

関連事業

インター

ネット

メディア

コンテンツ

関連事業

人材

関連事業
計

消去又は

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に

 対する売上高
212,822 358,879 130,320 38,561 64,104 804,687 ― 804,687

(2)セグメント

 間の内部売上

 高又は振替高

8,806 50 ― 52 10,391 19,301 △19,301 ―

計 221,628 358,929 130,320 38,614 74,495 823,988 △19,301 804,687

営業利益又は営

業損失(△)
△70,119 40,482 △17,936 △19,256 △501 △67,332 10 △67,321

【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)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【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。
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「参考資料」

　前第１四半期連結財務諸表

　(1) 前第１四半期連結損益計算書

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 売上高 804,687

Ⅱ 売上原価 453,938

　 売上総利益 350,749

Ⅲ 販売費及び一般管理費 418,071

　 営業利益 △67,321

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 6

　２ 引継債務償却益 510

　３ その他の営業外収益 117 634

Ⅴ 営業外費用

　１ その他の営業外費用 62 62

　 経常利益 △66,749

　 税金等調整前四半期純利益 △66,749

　 法人税、住民税及び事業税 423

　 法人税等調整額 ─ 423

　 少数株主損失 501

　 四半期純利益 △66,670

― 11 ―

決算短信 2008年08月08日 14時27分 03341xe01_in 11ページ （Tess 1.10 20080626_01）



スターティア㈱(3393)平成21年３月期 第１四半期決算短信

　(2) 前第１四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

　１ 税金等調整前四半期純利益 △66,749

　２ 減価償却費 11,101

　３ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 81

　４ 賞与引当金の増減額(△は減少) △13,102

　５ 受取利息 △6

　６ 売上債権の増加額(△は増加） 151,857

　７ たな卸資産の増減額(△は増加) △11,245

　８ 仕入債務の増減額(△は減少) △105,479

　９ 未払金の増減額(△は減少) △2,107

　10 未払消費税等の増減額(△は減少) △7,163

　11 その他 △23,517

　 小計 △66,331

　12 法人税等の支払額 △3,200

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △69,532

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 固定資産の取得による支出 △12,948

　２ 保証金の差入による支出 △552

　３ 保証金の返還による収入 130

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,370

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 配当金の支払額 △7,737

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,737

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少) △90,639

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 645,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 554,977
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　(3) 前第１四半期連結セグメント情報

　１ 事業の種類別セグメント情報

　 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） (単位：千円)

機器
関連事業

回線受付
サービス
関連事業

ＡＳＰ
関連事業

その他 計
消去又は

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

455,693 147,462 98,903 102,628 804,687 ― 804,687

(2)セグメント間の
　 内部売上高又は
　 振替高

14 52 97 10,391 10,555 △10,555 ―

計 455,707 147,514 99,000 113,020 815,243 △10,555 804,687

営業費用 550,938 140,089 86,877 104,670 882,575 △10,566 872,009

営業利益又は
営業損失（△）

△95,230 7,424 12,123 8,350 △67,332 10 △67,321

　(注) 1.事業区分の方法

　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　 2.事業区分に属する事業の内容

事業区分 事業内容

機器関連事業
電話機、複写機、ネットワーク機器などの情報通信機器の販売、オフィス家具の販売や通信環
境を意識したオフィスレイアウトの提案などを行なっております。

回線受付サービス
関連事業

通信事業者の取扱う回線の受付代行による、通信事業者からのインセンティブ収入獲得の事業
を行なっております。

ＡＳＰ関連事業
レンタルサーバー「Digit@Link（デジタリンク）」の運営・保守、ドメインの維持管理費および
インターネットを利用した勤怠管理システム「ICTiM（イクティム）」の販売・保守、eBook簡易
作成ソフトなどのコンテンツの販売や、Web制作ソフトであるCMSの販売を行なっております。

その他
上記の事業に該当しない事業であり、現状では携帯電話機器の販売があります。
また、連結子会社であるスターティアレナジー株式会社があります。スターティアレナジー株
式会社は人材派遣・人材紹介事業を行なっております。

　２ 所在地別セグメント情報

　 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）

　 本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は

　 ありません。

　３ 海外売上高

　 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）

　 海外売上高がないため、該当事項はありません。
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