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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 867 ― △34 ― △34 ― 7 ―

20年3月期第1四半期 698 120.2 △30 ― △29 ― △47 ―

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 0.15 0.14
20年3月期第1四半期 △0.97 ―

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 3,018 2,147 71.2 42.35
20年3月期 3,014 2,126 70.5 41.93

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,147百万円 20年3月期  2,126百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 1,500 ― 12 ― 11 ― 3 ― 0.06
通期 3,300 13.6 32 ― 30 ― 8 ― 0.16

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年5月15日発表の業績予想を修正しておりません。上記の予想数値は、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 
等は、今後様々な要因によって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。  

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  50,709,400株 20年3月期  50,709,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,630株 20年3月期  1,630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  50,707,770株 20年3月期第1四半期  48,507,770株



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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な原油価格並

びに原材料価格の高騰・米国のサブプライムローンに端を発する金融不安等の影響を受け、企業の経営環境は厳しさ

を増しており、景気回復は足踏み状態に入っております。

　このような経済環境の下、当企業グループの売上高は867百万円となりました。これは前年同期比24.3％の増収です

が、主な要因といたしましては平成20年２月に連結子会社となった㈱ICTビジネスソリューションズの売上高が当第１

四半期連結会計期間において計上されたこと等によります。営業損失は34百万円、経常損失は34百万円となりほぼ前

年同期と同水準で推移いたしましたが、ポイント引当金戻入益等を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は

７百万円となりました。　

なお、事業の業種別セグメントの状況は概ね下記のとおりです。

 

（１）システム開発事業

当該事業につきましては、子会社であるチャンスラボ㈱、㈱ビゼム、㈱ICTビジネスソリューションズの３社にお

いて展開しております。当第１四半期連結会計期間においては、厳しい業界環境が継続し、アウトソーシング関連部

門が当初見込みを下回りましたが、受託開発案件の受注獲得や、人材確保のための先行投資負担が前年度に比して減

少する等により、業績は全般的に堅調に推移いたしました。

これらの結果、システム開発事業における売上高は381百万円、営業利益は５百万円となりました。

（２）ネット広告事業

当該事業につきましては、子会社である㈱チャンスイットが運営する「チャンスイット!」並びにアフィリエイト

（成果報酬型）広告サイト「Get Money!」等において展開しております。また、チャンスラボ㈱につきましてもASP

（アフィリエイトサービスプロバイダ）の販売代理店となり、事業展開を行っております。

　当第１四半期連結会計期間においては、新商品の開発に注力すると共に、TV番組のスポンサーとなり露出効果を高

める等により、利益率の高い自社媒体広告並びにアフィリエイト広告の販売に努めました。

これらの結果、ネット広告事業における売上高は474百万円、営業損失は３百万円となりました。

（３）人材派遣事業

当該事業につきましては、子会社である㈱ADVAX－MASHと㈱ロムテックジャパンで展開しております。当第１四半

期連結会計期間においては、派遣スタッフが安定的に稼動したことや催事イベントの継続的な受注獲得もあり、業績

は当初の計画とおりに推移いたしました。

これらの結果、人材派遣事業における売上高は111百万円、営業損失は２百万円となりました。

（４）その他事業

当該事業につきましては、子会社であるチャンスラボ㈱により、東京タワー内における「東京カレーラボ」の飲食

店運営並びに中野サンプラザ（東京都中野区）において主にベンチャー企業に対してオフィスを賃貸するSOHO事業を

行っております。

　当第１四半期連結会計期間における「東京カレーラボ」は来客数が当初見込みを下回ったことに加え、原材料費の

高騰もあり売上総利益は減少いたしました。一方、SOHO事業につきましては100％近いオフィス稼働率で推移し、好調

を持続いたしました。

これらの結果、売上高は40百万円、営業損失は２百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（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の財政状態については、資産合計が前連結会計年度末に比べて0.1％増加の3,018百万

円となりました。

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少の870百万円となりました。  

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は2,147百万円、自己資本比率は71.2％となりました。　



（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間末の営業活動によるキャッシュ・フローは26百万円の収入となりました。買掛金等の仕

入債務の減少により24百万円の支出がありましたが、これは税金等調整前四半期純利益が13百万円計上されると共に、

売掛金等の売上債権の減少により44百万円の収入があったこと等によります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは２百万円の支出となりました。これは主に保険解約積立金の解約により13百

万円の収入があった一方、無形固定資産の取得により14百万円の支出等があったことによります。

財務活動によるキャッシュ・フローは５百万円の支出となりました。これは長期借入金の返済により５百万円の支

出があったことによります。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加

し1,115百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想については、おおむね計画数値どおりに進捗していると認識しておりますので、平成20年５月15日発

表の連結業績予想から変更はございません。

 

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）一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。

２）固定資産の減価償却費の算定方法

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。　

 

（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

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原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  平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。これによる損益への影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。これによる損益への影響はありません。



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 1,172,481 1,155,913

受取手形及び売掛金 409,732 454,252

商品 51 51

原材料 269 259

仕掛品 14,712 100

その他 88,859 90,884

貸倒引当金 △1,572 △1,269

流動資産合計 1,684,533 1,700,192

固定資産   

有形固定資産 ※1  118,116 ※1  121,779

無形固定資産   

のれん 617,596 630,242

その他 50,465 40,135

無形固定資産合計 668,061 670,377

投資その他の資産   

投資有価証券 195,715 172,678

長期未収入金 359,871 359,871

その他 215,066 217,802

貸倒引当金 △223,254 △228,478

投資その他の資産合計 547,399 521,873

固定資産合計 1,333,577 1,314,030

資産合計 3,018,111 3,014,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 136,152 161,122

1年内返済予定の長期借入金 22,080 22,080

未払法人税等 2,791 16,169

賞与引当金 53,107 35,010

ポイント引当金 68,332 88,562

その他 190,763 170,976

流動負債合計 473,227 493,921

固定負債   

長期借入金 47,866 53,386

長期未払金 313,719 313,719

引当金 20,381 20,355

その他 15,519 6,753

固定負債合計 397,485 394,214

負債合計 870,713 888,136



（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 1,996,516 1,996,516

資本剰余金 158,563 2,519,319

利益剰余金 △21,078 △2,389,484

自己株式 △332 △332

株主資本合計 2,133,668 2,126,018

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,729 68

評価・換算差額等合計 13,729 68

純資産合計 2,147,397 2,126,086

負債純資産合計 3,018,111 3,014,222



（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 867,991

売上原価 567,216

売上総利益 300,774

販売費及び一般管理費 ※1  334,933

営業損失（△） △34,158

営業外収益  

受取利息 299

受取配当金 3

その他 555

営業外収益合計 858

営業外費用  

支払利息 455

商品廃棄損 300

その他 96

営業外費用合計 851

経常損失（△） △34,151

特別利益  

保険解約返戻金 13,452

貸倒引当金戻入額 5,224

ポイント引当金戻入額 28,784

特別利益合計 47,461

特別損失  

固定資産除却損 286

特別損失合計 286

税金等調整前四半期純利益 13,024

法人税、住民税及び事業税 822

法人税等調整額 4,551

法人税等合計 5,374

四半期純利益 7,649



（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 13,024

減価償却費 10,786

のれん償却額 12,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

ポイント引当金の増減額（△は減少） △20,230

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,921

受取利息及び受取配当金 △302

支払利息 455

保険解約損益（△は益） △13,452

固定資産除却損 286

売上債権の増減額（△は増加） 44,519

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,621

仕入債務の増減額（△は減少） △24,969

その他 18,963

小計 40,306

利息及び配当金の受取額 302

利息の支払額 △455

法人税等の支払額 △14,007

法人税等の還付額 850

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,995

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 △477

定期預金の払戻による収入 3,000

有形固定資産の取得による支出 △3,586

無形固定資産の取得による支出 △14,000

投資有価証券の取得による支出 △3

貸付けによる支出 △5,211

貸付金の回収による収入 5,349

敷金及び保証金の差入による支出 △378

保険積立金の解約による収入 13,528

その他 △606

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,520

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,090

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,115,761



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

当企業グループは、前連結会計年度288,032千円、当第１四半期連結会計期間34,158千円の営業損失を計上して

おります。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当企業グループにおいてはシステム開発事業、ネット広告事業、人材派遣事業を主力事業領域と位置づけて着

実に以下の経営計画を実行してまいります。

システム開発事業は、よりエンドユーザーに近い法人との取引が活発化し契約単価も上昇傾向が見られますが、

一方で景気の調整局面では企業の設備投資意欲が減退することから、適正な人材の確保が極めて重要であると認

識しております。従いまして、当企業グループでは企業ニーズを見極めた上で慎重に採用活動を行うだけでなく、

人材の育成にも注力した人員計画を推進しております。当企業グループにおいては３社のシステム開発会社を有

しており、それぞれの得意分野での特徴を最大限に発揮しながら、顧客ニーズに幅広く対応可能な情報共有体制

を構築し、当企業グループの中核的な事業としての発展に努めてまいります。

ネット広告事業は周知のとおり、ウェブ環境の急速な発展と共にその市場規模が拡大しております。当企業グ

ループにおいては純広告、アフィリエイト（成果報酬型）広告等を展開しておりますが、平成20年４月１日付で

㈱チャンスイットと㈱アドクロスが合併し、㈱チャンスイットが存続会社となりました。両社は比較的小規模な

組織であり、㈱チャンスイットのチャンスのポータルサイト「チャンスイット！」と㈱アドクロスのポイントサ

イト「Get Money！」はそれぞれ著名なウェブサイトとして確立した地位を維持しているため、当該合併により新

たな発展を見込んでおります。また、働き方の多様化・流動化に着目し、転職支援のポータルサイト「マイサー

チ」、人材紹介会社の求人情報を紹介する「みんジョブ」等を相次いで立ち上げるなど、収益源の多様化を目指

してまいります。

人材派遣事業は、あらゆる業界において人材の流動化が促進されていることを背景に、優秀な人材の確保が急

務となっております。その一方でクライアント企業側の継続的なコスト削減により、人件費は抑制傾向が続いて

おります。また、平成20年度中には労働者派遣事業関連法規の一層の規制強化が実施される予定です。従いまし

て、求人側のニーズの的確な把握と優秀な人材確保に留まらず、コンプライアンス重視の企業体質の構築に努め

るとともに、特色のある人材派遣会社として利益確保を図ってまいります。  

当社は上述の事業領域に経営資源を集中し、新たな成長軌道に向かって企業再建に継続的に取り組んでおりま

す。これらの取り組みの過程において、当社はグループの更なる企業価値向上を目指し、平成20年４月１日付で

純粋持株会社となりました。

新体制への移行を実施することにより、持株会社は財務・法務・IR 等の公開会社としてのガバナンスの一層の

強化を図ると共に、事業会社は執行に集中し、より積極的かつ迅速な事業展開を推進することが可能となり、グ

ループ全体の経営資源の最適化と成長機会の確保を図ることが可能になると認識しております。　

なお、当第１四半期連結会計期間における当企業グループの営業キャッシュ・フローは26百万円の収入となり

ました。これは着実に企業再生のための経営計画を実行した結果でありますが、引き続きグループ全体として営

業利益を確保できる経営基盤を構築してまいります。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。



（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）

システム
開発事業
(千円)

ネット広告
事業
(千円)

人材派遣
事業
(千円)

その他
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
378,353 338,365 110,440 40,831 867,991 　― 867,991

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,277 136,593 897 　　― 140,769 (140,769) 　―

計 381,631 474,959 111,338 40,831 1,008,760 (140,769) 867,991

営業利益又は

営業損失(△)
5,496 △3,150 △2,299 △2,023 △1,977 (32,181) △34,158

　（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．各事業の主な製品及びサービス

(1) システム開発事業………オープン系アプリケーションシステム開発、ファームウェア開発、ネットワーク

の構築／保守運用事業

(2) ネット広告事業…………チャンスのポータルサイト「チャンスイット!」、アフィリエイト広告サイト

「Get Money!」等のメディア運営、広告代理店業、ASPの販売代理店業

(3) 人材派遣事業……………広告プロモーション、事務関連職種・競馬場関連企業への人材派遣事業等

(4) その他事業………………施設運営事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた52,011千円の主なものは、親会社（持株会社）に係る費用で

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。

ｃ．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

　当社は、平成20年６月27日付で、資本準備金の取崩しを行い欠損の填補に充当いたしました。この結果、資本

剰余金が、当第１四半期連結会計期間において2,360,755千円減少し、当第１四半期連結会計期間末において

158,563千円となっております。



「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（自 平成19年４月１日　至 平成19年６月30日）

                                                            （単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 698,467

Ⅱ　売上原価 380,429

売上総利益 318,038

Ⅲ　販売費及び一般管理費 348,169

営業損失 30,131

Ⅳ　営業外収益 1,270

　受取利息 695

　その他 574

Ⅴ　営業外費用 217

　支払利息 198

　その他 18

経常損失 29,078

Ⅵ　特別利益 53

　貸倒引当金戻入益 53

Ⅶ　特別損失 1,468

　固定資産除却損 168

　過年度消費税等 1,300

税金等調整前四半期純損失 30,493

法人税、住民税及び事業税 12,099

過年度法人税等 8,100

法人税等調整額 △3,570

四半期純損失 47,122



（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（自 平成19年４月１日　至 平成19年６月30日）

                                                            （単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前第１四半期純損失　 △30,493

　減価償却費 13,202

　のれん償却額 36,459

　貸倒引当金の減少額 △53

　賞与引当金の増加額 15,874

　ポイント引当金の増加額 8,760

　退職給付引当金の増加額 554

　受取利息及び受取配当金 △695

　支払利息 198

　固定資産除却損 168

　売上債権の減少額 71,113

　たな卸資産の増加額 △1,430

　仕入債務の減少額 △19,502

　その他 △8,129

小計 86,026

　利息及び配当金の受取額 42

　利息の支払額 △147

　法人税等の支払額 △2,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,730



前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額

Ⅱ　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 △465

　有形固定資産の取得による支出 △12,221

　無形固定資産の取得による支出 △1,205

　貸付金の回収による収入 916

　敷金及び保証金の差入れによる支出 △2,354

　敷金及び保証金の回収による収入 480

　預り保証金の預りによる収入 242

　預り保証金の返還による支出 △325

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,934

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金純増加額 20,000

　長期借入金の返済による支出 △3,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,010

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 84,806

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,102,477

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,187,283



（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（自 平成19年４月１日　至 平成19年６月30日）

　（単位：千円）

システム開発
事業

ネット広告
事業

人材派遣事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高 163,274 402,071 126,294 65,649 757,289 (58,821) 698,467

営業費用 175,351 376,777 128,079 83,522 763,730 35,131 728,598

営業利益又は営

業損失（△）
△12,076 25,294 △1,785 △17,873 △6,441 (23,689)　 △30,131

　（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　各区分の主な製品

(1）システム開発事業………オープン系アプリケーションシステム開発、ファームウェア開発、ネットワーク

の構築／保守運用事業

(2）ネット広告事業…………懸賞サイト「Chance It！」、アフィリエイト広告サイト「Get Money！」、広告

代理店業

(3）人材派遣事業……………広告プロモーション、製造業関連職種、競馬場関連会社への人材派遣事業等

(4）その他事業………………施設運営事業、SOHO事業、広告代理事業、J－SOX関連事業、人工雪「SNOVA」の供

給等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用25,789千円の主なものは、当社本社の経営

管理部門に係る費用であります。

ｂ．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）

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

ｃ．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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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