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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）

(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 23,651 － 424 － 633 － 248 －

20年３月期第１四半期 25,854 103.9 761 211.6 768 120.7 508 △6.0

 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 511 37 － －

20年３月期第１四半期 1,071 92 － －

(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 45,553 18,688 38.4 35,957 23

20年３月期 47,378 18,623 36.8 35,835 63

（参考）自己資本 21年３月期第１四半期 17,488百万円 20年３月期 17,429百万円

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 － － － － － － 315 00 315 00

21年３月期 － － － － － － － －
329 00

21年３月期（予想） －  0 00 －  329 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 50,480 － 1,000 － 1,110 － 504 － 1,036 21

通　　　期 107,000 1.9 2,900 2.6 3,100 1.5 1,600 4.6 3,289 55

（注）連結業績予想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

新規 －　社  除外 －　社  

 

(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）

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、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）

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 492,386株 20年３月期 492,386株

②　期末自己株式数 21年３月期第１四半期 6,006株 20年３月期 5,999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 486,383株 20年３月期第１四半期 474,193株

　※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．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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【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、原油価格や原材料価格の高騰の影響により企業収益が圧迫され、個人消費にお

いても消費者物価指数の上昇により伸び悩み傾向が顕著となり、景気は総じて減速基調で推移いたしました。このよう

な状況の中で、当社グループは、「マウスコンピューター」「パソコン工房」の２ブランドによる完成品パソコンの製

造・販売と、CPU（中央演算処理装置）・マザーボードをはじめとするパソコン基幹パーツの卸売・小売を中心に、引

き続きマーケットのニーズを的確に汲み取りながら事業を展開してまいりました。また、グループ組織の合理化および

収益体質の強化を図るべく、連結子会社間による合併（株式会社シネックスおよびフリーク株式会社）を推し進め、子

会社の役割分担の明確化、カンパニー制の再構築（子会社統制ラインの変更）等をおこないました。

　当第１四半期においては、UMPCと呼ばれる、インターネット・メール等の使用に主眼を置いた超小型モバイルノート

パソコンが注目を浴びたものの、コンシューマー向け完成品パソコンの販売、およびパソコンパーツの店頭小売販売に

おいては他社との競合が激化し、Windows XP搭載機の需要が旺盛であった前年同期と比べ、営業利益面での落ち込みが

顕著となりました。しかしながら、パソコン関連事業全体においては、期初予算比での達成率は売上高ベースで約94％、

営業利益ベースで約87％、経常利益ベースでは約104％の進捗率となっており、概ね予想どおりに推移しております。

　これらの結果、当第１四半期における連結業績は、売上高は23,651百万円（前年同期比8.5％減）、営業利益は424百

万円（同44.2％減）、経常利益は633百万円（同17.5％減）となり、四半期純利益は248百万円（同51.1％減）となりま

した。

　事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。

(1)パソコン関連事業

　パソコンの製造・販売部門においては、WEB及びショップにおいて直接販売をおこなうダイレクト販売、家電量販店

向けの量販店販売、法人向け販売が、総じて期初見込みを下回る結果となり、営業利益は前年同期比で約45％、期初予

算比で約30％減少いたしました。要因としては、平成20年１月に発売されたCPU（45nmモデルのCore 2 Duo）の調達難

の影響が当第１四半期前半まで続いたことや、複数の外資系パソコンメーカーが国内市場への販売攻勢を強め、競争が

激化してきたこと等が挙げられます。なお、平成20年３月期末における急激な為替変動（円高）が、当第１四半期にか

けて緩やかに解消されたため、295百万円のデリバティブ評価益が生じております。

  全国に展開する直営店舗販売（小売）部門においては、粗利率はわずかに上昇したものの、売上高は前年同期を下回

る形となりました。また、人件費をはじめとする販管費が利益を圧迫し、とりわけ都心部における店舗を中心に売上が

低下した結果、122百万円の営業赤字（前年同期は211百万円の営業黒字）となりました。

  マルチディストリビュート部門においては、CPU・ハードディスクの代理店販売を中心としながら、組み込み型の高

付加価値商材の取扱いと販売に努めた結果、前年同期比で売上高は約15％減少したものの、粗利率は約1.8％増加し、

営業利益は約29％、経常利益は約54％増となりました。

　パソコンパーツ（マザーボード・グラフィックボード等）の卸売部門においては、前年同期比ではやや減収となりま

したが、粗利率の高い高価格帯の製品が引き続き好調であったことや、円高ドル安による為替差益もあり、同部門とし

ては増益基調で推移いたしました。

  液晶ディスプレイの製造・販売部門においては、引き続き20インチ以上の大型モデルの需要が旺盛でした。国内市場

における販売は６％弱の減収となりましたが、採算性は確保しております。一方、欧州市場における販売は底堅い景気

推移を背景に引き続き好調となり、営業利益ベースでは前年同期比で約60％増となりました。

　パソコン周辺機器（デジタルオーディオプレーヤー）の販売部門においては、売上高ベースでは前年同期を上回った

ものの、調達コストの増加等により粗利率が３％低下し、12百万円の営業赤字となりました。また、モバイル放送株式

会社による衛星動画配信サービス「モバHO！」の打ち切りに伴い、専用端末機器の開発費用および在庫処分費用として

70百万円の特別損失（事業整理損失引当金繰入額）が発生しております。

　外国為替証拠金取引事業部門においては、引き続き採算性を確保いたしました。

　以上の結果、当事業における売上高は23,131百万円（前年同期比9.0％減）、営業利益は324百万円（同53.8％減）と

なりました。

　(2)メディア事業

　メディア事業部門においては、コンピューター関連書籍の競合出版社の一部が市場から撤退したこともあり、各書店

における商品陳列スペースの拡大に成功し、Windows Vista、Microsoft Office2007を中心とするパソコン専門書の販

売が極めて好調となりました。この結果、当事業における売上高は521百万円（前年同期比21.7％増）、営業利益は93

百万円（同117.0％増）となりました。
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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。従いまして、当第１四半期連結会計期

間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関す

る情報は参考として記載しております。

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

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は45,553百万円となり、前連結会計年度末比1,825百万円の減少となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が1,605百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は26,865百万円となり、前連結会計年度末比1,889百万円の減少となりました。これは主に、借入金の返済に

より借入金が278百万円純減したこと及び法人税等の支払による未払法人税等が706百万円減少したことによるものです。

　純資産合計は18,688百万円となり、前連結会計年度末比64百万円の増加となりました。これは主に、当第１四半期純

利益248百万円に対し、前連結会計年度に係る配当金153百万円の支払があったことによるものであります。

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間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て

794百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末は7,747百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は44百万円となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益550百万円及び売上債権の減少額1,524百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額1,029百万円及

び法人税等の支払額958百万円等の減少要因によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は216百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出108百万円及び無形固定資産の取得による支出131百万円によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は471百万円となりました。これは主に、長期借入

れによる収入500百万円に対し、長期借入金の返済728百万円及び配当金の支払額117百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績につきましては、おおむね期初予想どおりに推移しているため、現時点におきましては第２四半

期累計期間および通期の業績予想に変更はございません。グループ間における拠点統合等、間接費用の削減に向けた施

策を順次実行するとともに、引き続き新製品パーツ需要の取り込み、超小型モバイルノートパソコンの拡販、DSP版

Windows XP搭載機（OEM版Windows XPは一部を除き平成20年６月末日をもって終息しております）ならびにWindows Vista

搭載機の普及・販売に努め、北京オリンピック開催によるパソコン消費減退の影響を最小限に留めるべく営業努力を重

ねてまいります。

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

1)棚卸資産の評価方法

 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もり、簿価切下げ

を行う方法によっております。

2)繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。　

 

②四半期財務諸表作成に特有な会計処理の適用

 該当事項はありません。
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(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」の適用

   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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 　国内連結子会社が通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、従来、原価法又は低価法によってお

りましたが、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」（企業会計基準第９号）が適用され

たことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ29,619千円減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

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」の適用

 　当第１四半期連結会計期間より「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」（実務対

応報告第18号）を適用しております。これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

 

（追加情報）

   国内連結子会社である株式会社iriver japanは、モバイル放送株式会社が提供する衛星放送サービス「モバＨＯ！」

受信機能を搭載したマルチメディアプレーヤー等を販売しておりますが、平成20年７月29日付にてモバイル放送株式会

社よりモバイル放送事業の終了について公表があったため、現段階で想定される見積もり可能な損失額を事業整理損失

引当金として計上しております。この結果、事業整理損失引当金繰入額70,547千円を特別損失に計上しております。
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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：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 7,796,580 8,612,632 

受取手形及び売掛金 8,667,502 10,272,827 

営業投資有価証券 166,181 166,692 

商品及び製品 12,095,110 10,989,557 

仕掛品 87,001 84,701 

原材料及び貯蔵品 1,712,756 1,883,211 

その他 4,013,900 4,349,342 

貸倒引当金 △113,342 △121,140 

流動資産合計 34,425,690 36,237,825 

固定資産   

有形固定資産 2,149,858 2,111,733 

無形固定資産   

のれん 5,627,977 5,718,483 

その他 428,950 411,691 

無形固定資産合計 6,056,928 6,130,175 

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,965,238 2,940,815 

貸倒引当金 △44,131 △41,911 

投資その他の資産合計 2,921,107 2,898,903 

固定資産合計 11,127,893 11,140,812 

資産合計 45,553,584 47,378,638 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,403,308 6,615,078 

短期借入金 10,816,725 11,433,389 

未払法人税等 272,003 978,705 

その他 5,064,939 5,720,271 

流動負債合計 22,556,976 24,747,445 

固定負債   

社債 299,600 349,700 

長期借入金 3,476,336 3,137,760 

その他 532,385 520,025 

固定負債合計 4,308,321 4,007,485 

負債合計 26,865,298 28,754,930 



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,035 3,775,035 

資本剰余金 9,540,558 9,540,558 

利益剰余金 4,507,773 4,386,887 

自己株式 △359,062 △358,788 

株主資本合計 17,464,304 17,343,692 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,399 △73,263 

繰延ヘッジ損益 △2,927 △14,715 

為替換算調整勘定 103,898 174,269 

評価・換算差額等合計 24,571 86,290 

新株予約権 16,000 16,000 

少数株主持分 1,183,410 1,177,724 

純資産合計 18,688,285 18,623,707 

負債純資産合計 45,553,584 47,378,638 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 23,651,394 

売上原価 19,595,683 

売上総利益 4,055,710 

販売費及び一般管理費 3,630,771 

営業利益 424,938 

営業外収益  

受取利息 6,259 

受取配当金 977 

負ののれん償却額 4,604 

投資有価証券売却益 5,754 

デリバティブ評価益 295,437 

その他 40,883 

営業外収益合計 353,916 

営業外費用  

支払利息 43,962 

持分法による投資損失 6,155 

為替差損 67,153 

その他 27,787 

営業外費用合計 145,058 

経常利益 633,797 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,342 

投資有価証券売却益 2,806 

その他 128 

特別利益合計 8,277 

特別損失  

固定資産売却損 1,133 

減損損失 4,939 

事業整理損失引当金繰入額 70,547 

その他 14,576 

特別損失合計 91,196 

税金等調整前四半期純利益 550,878 

法人税、住民税及び事業税 236,753 

法人税等調整額 52,293 

法人税等合計 289,046 

少数株主利益 13,109 

四半期純利益 248,722 



（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 550,878 

減価償却費 89,896 

減損損失 4,939 

のれん償却額 104,098 

負ののれん償却額 △4,604 

受取利息及び受取配当金 △7,236 

支払利息 43,962 

持分法による投資損益（△は益） 6,155 

投資有価証券売却損益（△は益） △8,560 

投資有価証券評価損益（△は益） 8,139 

デリバティブ評価損益（△は益） △295,437 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 70,547 

売上債権の増減額（△は増加） 1,524,705 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,029,139 

仕入債務の増減額（△は減少） △110,781 

未収入金の増減額（△は増加） △27,366 

未払金の増減額（△は減少） △39,160 

前受金の増減額（△は減少） △35,682 

預り金の増減額（△は減少） 90,744 

その他 19,205 

小計 955,302 

利息及び配当金の受取額 6,836 

利息の支払額 △48,307 

法人税等の支払額 △958,316 

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,484 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △3,910 

定期預金の払戻による収入 25,537 

有形固定資産の取得による支出 △108,426 

有形固定資産の売却による収入 1,141 

無形固定資産の取得による支出 △131,259 

差入保証金の差入による支出 △35,713 

差入保証金の回収による収入 16,795 

投資有価証券の取得による支出 △89,944 

投資有価証券の売却による収入 115,933 

子会社株式の取得による支出 △1,810 

その他 △5,259 

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,915 



（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) 

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） △50,000 

長期借入れによる収入 500,000 

長期借入金の返済による支出 △728,088 

社債の償還による支出 △70,100 

配当金の支払額 △117,122 

少数株主への配当金の支払額 △5,289 

その他 △973 

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,574 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,450 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △794,424 

現金及び現金同等物の期首残高 8,542,102 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,747,677 



　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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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）

パソコン
関連事業
（千円）

メディア
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する

売上高
23,129,974 521,419 23,651,394 － 23,651,394

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

1,816 181 1,997 △1,997 －

計 23,131,791 521,600 23,653,391 △1,997 23,651,394

営業利益 324,841 93,585 418,426 6,511 424,938

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

(1) パソコン関連事業　　　： パソコン及びパソコン周辺機器の製造販売、パソコンモニター及びディスプレ

イの製造販売

(2) メディア事業　　　　　： パソコン関連専門書等の出版

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」② に記載のとおり、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」（企業会計基準第９号）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がパソコン関連事業で29,619千円減少し

ております。

（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）

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」③ に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より「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」（実

務対応報告第18号）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

ｂ．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）　

　本邦の売上高は、全セグメント売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,342,415 134,287 2,476,703

Ⅱ　連結売上高（千円）   23,651,394

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.9 0.6 10.5

－ 1 －



(注)　１．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。　

　２．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　３．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　(1)欧州………………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス等

　(2)その他の地域……米国、中国等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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（平成19年４月１日～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（千円）

Ⅰ　売上高 25,854,320

Ⅱ　売上原価 21,747,363

売上総利益 4,106,957

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,345,742

営業利益 761,215

Ⅳ　営業外収益 86,651

１．受取利息 14,794

２．受取配当金 1,363

３．負ののれん償却額 4,604

４．為替差益 1,278

５．投資運用益 10,633

６．受取手数料 9,773

７．その他 44,203

Ⅴ　営業外費用 79,537

１．支払利息 51,388

２．支払手数料 3,636

３．和解金 9,025

４．その他 15,487

経常利益 768,329

Ⅵ　特別利益 2,775

１．固定資産売却益 493

２．貸倒引当金戻入益 2,135

３．その他 146

Ⅶ　特別損失 15,503

１．固定資産除却損 7,145

２. 賃借契約解約損 8,357

税金等調整前第１四半期純
利益

755,600

法人税、住民税及び事業税 312,331

法人税等調整額 △79,629

少数株主利益 14,603

第１四半期純利益 508,296

  

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第１四半純利益 755,600

減価償却費 64,971

のれん償却額 81,199

負ののれん償却額 △4,604

受取利息及び受取配当金 △16,157

支払利息 51,388

為替差益 △29,450

売上債権の減少額(△増加額） 2,301,965

たな卸資産の減少額(△増加額） △305,415

営業投資有価証券の増加額 △20,000

仕入債務の増加額(△減少額） △2,009,386

未収入金の減少額(△増加額） 85,788

未払金の減少額 △205,008

前受金の減少額 △58,175

未払消費税等の増加額(△減少額） △249,605

未払費用の増加額(△減少額） 36,815

預り金の増加額(△減少額） 27,066

前渡金の減少額（△増加額） 14,465

その他 53,847

小計 575,303

利息及び配当金の受取額 14,151

利息の支払額 △45,395

法人税等の支払額 △1,086,757

営業活動によるキャッシュ・フロー △542,698

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得等による収入

1,619,471

投資有価証券の取得による支出 △102,710

投資有価証券の売却による収入 140,720

差入保証金の回収による収入 110,478

有形固定資産の取得による支出 △168,041

有形固定資産の売却による収入 1,419

無形固定資産の取得による支出 △17,169

その他 △49,056

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,535,112

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減額 △1,000,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △339,739

社債の発行による収入 760,200

社債の償還による支出 △680,200

自己株式の取得による支出 △139,526

その他 △3,421

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,202,686

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 36,167

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

△174,104

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,374,112

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物
の期首残高

－

Ⅷ　現金及び現金同等物の第１四半期末残
高

9,200,008

  

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．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（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

 
パソコン関連事業

（千円）
メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売

上高
25,425,987 428,333 25,854,320 ― 25,854,320

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,365 261 2,627 △2,627 ―

計 25,428,353 428,594 25,856,948 △2,627 25,854,320

営業利益 702,771 43,131 745,902 15,312 761,215

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　（事業区分の方法の変更）

 　 　一部の連結子会社の事業は前第１四半期連結会計期間では投資育成事業、前連結会計年度ではその他事業

の区分に属しておりましたが、前第４四半期連結会計期間から、上場株式の売却損益の純額を営業外損益と

して計上する方法に変更したことにより、セグメントに与える影響が軽微となったため、当第１四半期連結

会計期間から当該事業をパソコン関連事業に含めて表示しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

(1）パソコン関連事業　　　　：パソコン及びパソコン周辺機器の製造販売、パソコンモニター及びディスプ

レイの製造販売

(2）メディア事業　　　　　　：パソコン関連専門書等の出版

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

－ 6 －
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