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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 413 ― △259 ― △285 ― △259 ―

20年３月期第１四半期 1,103 ― △ 80 ― △ 39 ― 330 ―

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 △ 1 07 ─ ─

20年３月期第１四半期 3 98 ― ―

（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 2,601 652 24.1 2 58

20年３月期 2,853 764 25.6 3 23
（参考）自己資本 21年３月期第１四半期 627百万円 20年３月期 731百万円

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年３月期(予想) ― ― ― ― ― ― ― ―
（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

1,010 ― △ 180 ― △ 220 ― △ 200 ― △ 0 82

通 期 2,200 ─ △ 250 ― △ 300 ― △ 300 ― △ 1 24
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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 (社名 ) 除外 ─社 (社名 )

（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、７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）

　 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、７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）
　 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 243,067,685株 20年３月期 226,401,385株

　 ② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 11,003株 20年３月期 11,003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 241,903,949株 20年３月期第１四半期 ─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）上記に記載しました予想数値は、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

① 全体的な経営成績について 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題によ

る影響が不安定要因となり、設備投資も調整局面を迎え、先行き不透明感が高まりました。IT情報サ

ービス関連業界におきましては、マクロ経済が減速傾向にある中、コンプライアンス、内部統制対応

に向けた需要などの目的で先行投資は依然として底堅く、堅調に推移しております。しかしながら、

その一方で、需要拡大に伴う技術者の不足が慢性化の傾向にあり、人材の確保と育成は経営の重要課

題のひとつとなっております。また、システム開発の高度化・短期化、価格・受注競争などを背景に、

業界内においてより一層厳しさを増しています。

　このような状況の下、本業回帰を目標として、当社グループは既存事業（システム開発事業・機器

販売事業）における利益率の改善や、連結子会社を中心とした新規事業の基盤整備・育成に注力して

まいりました。しかし、出資先の業績不振等により、損失を計上することとなりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、事業環境の大幅な変化及び業績の悪

化等により売上高が413百万円（前年同期増減額△690百万円）と減収になりました。また、損益につ

きましては営業損失259百万円（前年同期増減額△179百万円）、経常損失285百万円（前年同期増減額

△246百万円）、四半期純損失259百万円（前年同期増減額△589百万円）と、事業再編の合理化による

一定の改善は認められるものの、最終的に損失計上となりました。

　今後は、各事業部門ごとに慎重な利益計画をたてるとともに、経費削減および不採算事業からの撤

退等の実施を引き続き行ってまいります。

② 事業の種類別セグメントの業績

イ．システム開発事業  

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間

（平成20年６月期）

売上高 222

営業利益・損失（△） 17

創業精神に立ち返り「システム開発事業」に経営資源を集中し、事業の強化・拡大を図ります。 

　システム開発業界の直近の傾向は、中国やインドなどのオフショア技術者の台頭により、大幅な単

価上昇を安易に期待できる状況ではございません。当社におきましてもお客様への単価改善の交渉を

しており改善傾向にありますが、それと同時に、旺盛な顧客ニーズに対応できるようにPM・SEの採

用・育成に積極的に取り組んでまいります。一方、システム開発は一般的には景気動向にやや遅行す

る傾向があると言われております。取引先様の業種の景気に大きく左右される構成となっている同業

他社様もございますが、当社の取引先様は、やや金融関連の顧客比率が高いものの、業種分散がなさ

れており、平均的なシステム開発会社の景気との連関と大きく変わらないと考えております。今後は、

取引先様の多角化やパートナー比率を高めることなどにより、不慮の事態でも収益への影響を最小に

するよう努力してまいります。

また、当第１四半期連結会計期間から中小企業IT支援機構㈱が持分法適用関連会社として当社グル

ープに加わり、日本振興銀行及び同行の業務提携会社のシステム関連保守業務のサポート等を行って

おります。
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ロ．機器販売事業

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間

（平成20年６月期）

売上高 89

営業利益・損失（△） △8

機器販売事業では、トナーカートリッジの販売及びお客様の経費削減に繋がるご提案やサポートを

行っております。機器販売事業については、東京と大阪に分かれていた拠点を昨年９月より、取扱高

の多い大阪のみを事業拠点と致しました。現在は事業拠点の集約化により業務の効率化が図られてお

ります。しかし、当事業におきましては原油価格の高騰による仕入費用および運搬費用の増加による

利益の減少もあり、従来のプリンタトナーの卸売業から、より付加価値の高い販売形態への移行を準

備しております。

ハ．EC・マーケティング事業

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間

（平成20年６月期）

売上高 5

営業利益・損失（△） △35

EC・マーケティング事業では、子会社である㈱フォリアルにおいて事業展開を行っております。同

社におきましては、従来、健康・美容関連商品の販売をQVCで行っておりましたが、それら通販番組へ

の依存度を下げ、全国ドラッグストア6,000店とのネットワークを持つ企業との提携を強化し、現在、

拡販を図っております。QVCに事業集中していたことによるノウハウの蓄積・経験や他社商品企画開発

の実績及び業界認知のある㈱フォリアルと、健康食品業界での圧倒的認知度と迅速な商品開発力、通

販を主体とするOEM供給実績のある提携企業との融合により、HBC（Health Beauty Care）マーケット

において店舗や通販のチャネルを知り尽くしたエキスパート集団となり、各チャネルの特性に応じて

何をどうやって売るかを追求することにより、高品質かつ話題性のある商品を供給しております。同

社の強みである「商品開発力」「販売チャネル開拓力」「メディア活用力」を前提とした具体的取り組

みとして、当期より積極展開を図っております。

ニ．ITセキュリティ事業

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間

（平成20年６月期）

売上高 17

営業利益・損失（△） △12

ITセキュリティ事業は、連結子会社である英国子会社LODOGA Security Limitedが、セキュリティ診

断・コンサルティング・教育等の事業を行っております。 
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ホ．その他事業

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間

（平成20年６月期）

売上高 76

営業利益・損失（△） △91

㈱ピー・ジー・エムにおきましては婦人服販売を行っております。不採算店舗を閉鎖した結果、現

在３店舗で事業展開しております。同社においては、今後も効率性を重視した事業を行ってまいりま

す。 

　メディア２４１㈱におきましては放送事業を行っております。現在、衛星放送スカイパーフェクＴ

Ｖの中で、無料の番組放送（ハッピー241ch）を行っています。番組放送の中でも、地方競馬（園田競

馬）の実況放送、看護専門学校の通信講座、北海道ばんえい競馬の実況放送、日本文化チャンネル桜

『防人の道 今日の自衛隊』など、非常に特色のある番組を提供しております。 

　そうした中、同社は平成20年９月より『がんばれ自衛隊！・安全保障アワー』の放送を開始いたし

ます。当番組は自衛隊員とその家族が誇りと喜びを持てる情報番組として「陸」「海」「空」の自衛隊

のあらゆる情報を発信する番組です。

　従来は、番組知名度の低さにより、広告収入による売上が低迷しておりましたが、今後は大幅な事

業改善が可能となりました。具体的には従来の時間単位の放送収入依存型から、自らスポンサーを集

め、番組コンテンツを他局に販売する事業展開を行います。

③ 営業外収益および営業外費用の内訳 

営業外収益につきましては、当第１四半期連結会計期間におきまして受取利息19百万円を計上いた

しました。そのほかに、その他の営業外収益３百万円を計上し、合計で23百万円を営業外収益として

計上いたしました。 

　また、営業外費用につきましては、当第１四半期連結会計期間におきまして支払利息５百万円を計

上いたしました。そのほかに、その他の営業外費用44百万円を計上し、合計で49百万円を営業外費用

として計上いたしました。 

④ 特別利益および特別損失の内訳

特別利益につきましては、当第１四半期連結会計期間におきまして当社が出資しておりました株式

の売却に伴い、投資有価証券売却益39百万円を計上いたしました。

　以上のほかに、その他特別利益７百万円を計上し、合計で47百万円を特別利益として計上いたしま

した。

　また、特別損失につきましては、当第１四半期連結会計期間におきまして当社の保有する投資有価

証券に関し、取引先や子会社に対する保有債権の回収可能性を保守的に検討した結果、貸倒引当金繰

入額を17百万円を計上いたしました。

　以上のほかに、その他特別損失２百万円を計上し、合計で19百万円を特別損失として計上いたしま

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

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
増減額

（平成20年６月期） （平成20年３月期）

　総資産 2,601 2,853 △ 252

　 （流動資産） 1,763 2,123 △ 360

　 （固定資産） 837 729 108

　負債 1,949 2,088 △ 139

　 （流動負債） 1,529 1,427 102

　 （固定負債） 419 661 △ 242

　純資産

　 （資本合計） 652 764 △ 112

 自己資本比率(％) 24.1 25.6 ─

　流動比率（％） 115.3 148.7 ─

当第１四半期連結会計期間末の資産・負債及び純資産の状況は、前連結会計年度末に比べて資産・

負債・純資産はすべて減少いたしました。特に減少幅の大きい総資産および純資産の変動要因と致し

ましては、事業再編に伴う資産の売却、引当金の計上増し、当第１四半期純損失による純資産の減少

などが挙げられます。 

　財務安全性につきましては、流動資産の減少や自己資本の減少等による悪化がみられ、今後改善を

行ってまいります。 

　自己資本比率につきましては、上昇要因である増資と借入金返済などを行いましたが、低下要因で

ある多額の当第１四半期純損失の発生により、自己資本比率の水準が下がりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、276百万

円となり前連結会計年度末に比べ114百万円減少となりました。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）

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、△139百万円（前連結会計期間

は、△331百万円の資金使用）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失の計上によるも

のであります。

（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、△88百万円（前連結会計期間

は、△2,220百万円の資金使用）となりました。これは主に、関連会社に対する貸付金の増加によるも

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獲得した資金は、113百万円（前連結会計期間

は、1,507百万円の資金獲得）となりました。これは主に、新株の発行等によるものであります。 
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　３. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月26日に業績予想を公表しておりますが、当社グループの本業であるシステム開発事業及

び機器販売事業における需要見通しが、経済環境の悪化から当初計画の予想より下回る結果で低調に推

移いたしました。当面は一様に厳しい環境が続く見通しであることから、平成21年３月期の連結および

個別の業績予想を修正しております。

　上記業績予想の内容は、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、当社グル

ープの事業を取り巻く経済環境、市場動向等、様々な要因により、予想数値と異なる結果となる場合が

あります。

　詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　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 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。

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前年連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないものと認められるため、前

連結会計年度において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

③ 法人税等の計上基準

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算定項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法をとっております。

（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 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 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総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、主として総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薄価切下げの方法）により算定しております。この

変更による損益及びセグメントに与える影響は軽微です。
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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 276,579 390,973

受取手形及び売掛金 248,674 511,031

商品 60,676 62,555

仕掛品 9,500 －

営業投資有価証券 44,000 124,700

未収入金 328,246 306,940

短期貸付金 1,472,433 1,514,343

その他 70,470  57,556

貸倒引当金 △746,671 △844,439

流動資産合計 1,763,908 2,123,661

固定資産

有形固定資産

建物 8,521 8,521

減価償却累計額 △8,305 △8,299

建物（純額） 216 222

土地 91,250 91,250

その他 27,774 28,491

減価償却累計額 △22,263 △21,997

その他（純額） 5,510 6,493

有形固定資産合計 96,977 97,966

無形固定資産

その他 9,356 5,757

無形固定資産合計 9,356 5,757

投資その他の資産

投資有価証券 38,219 58,219

投資損失引当金 △500 △500

関係会社株式 9,714 －

長期未収入金 201,734 95,161

長期貸付金 18,325 18,325

破産更生債権等 523,520 523,520

その他 643,385 514,598

貸倒引当金 △703,409 △583,582

投資その他の資産合計 730,990 625,743

固定資産合計 837,325 729,467

資産合計 2,601,233 2,853,128
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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

支払手形及び買掛金 272,131 261,409

短期借入金 273,655 210,302

1年内償還予定の社債 428,000 300,000

未払金 247,476 367,547

未払法人税等 33,051 28,581

前受金 217,182 217,008

訴訟損失引当金 － 10,000

その他 58,059 32,855

流動負債合計 1,529,556 1,427,705

固定負債

社債 200,000 500,000

退職給付引当金 57,022 48,787

その他 162,423 112,395

固定負債合計 419,445 661,182

負債合計 1,949,002 2,088,887

純資産の部

株主資本

資本金 7,629,559 7,544,110

資本剰余金 1,005,286 919,837

利益剰余金 △7,997,131 △7,737,796

自己株式 △6,320 △6,320

株主資本合計 631,393 719,830

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,000 －

為替換算調整勘定 2,157 11,457

評価・換算差額等合計 △3,842 11,457

新株予約権 24,679 32,953

純資産合計 652,231 764,241

負債純資産合計 2,601,233 2,853,128
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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 413,351

売上原価 389,987

売上総利益 23,364

販売費及び一般管理費 282,389

営業損失（△） △259,025

営業外収益

受取利息 19,943

その他 3,764

営業外収益合計 23,708

営業外費用

支払利息 5,444

社債利息 8,516

株式交付費 29,477

その他 6,317

営業外費用合計 49,755

経常損失（△） △285,072

特別利益

投資有価証券売却益 39,999

その他 7,799

特別利益合計 47,799

特別損失

貸倒引当金繰入額 17,017

その他 2,425

特別損失合計 19,442

税金等調整前四半期純損失（△） △256,716

法人税、住民税及び事業税 △2,619

法人税等合計 △2,619

四半期純損失（△） △259,335
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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損失（△） △256,716

減価償却費 602

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,234

受取利息及び受取配当金 △19,943

支払利息及び手形売却損 14,037

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △39,999

持分法による投資損益（△は益） 285

売上債権の増減額（△は増加） 106,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,620

仕入債務の増減額（△は減少） △14,605

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,129

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,596

その他の固定資産の増減額（△は増加） 15,921

その他の流動負債の増減額（△は減少） 31,958

その他の固定負債の増減額（△は減少） △15,172

その他 △3,855

小計 △134,032

利息及び配当金の受取額 155

利息の支払額 △2,899

法人税等の支払額 △2,813

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 3,484

無形固定資産の取得による支出 △3,484

投資有価証券の売却による収入 5,000

出資金の回収による収入 30

関係会社株式の取得による支出 △10,000

貸付けによる支出 △972,750

貸付金の回収による収入 1,048,300

差入保証金の回収による収入  39,621

差入保証金の差入による支出 △198,709

預り保証金の返還による支出 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,657

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） 50,457

長期借入れによる収入 66,140

長期借入金の返済による支出 △1,000

社債の償還による支出 △172,000

株式の発行による収入 170,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,597

現金及び現金同等物に係る換算差額 255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,394

現金及び現金同等物の期首残高 390,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 276,579
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注記事項

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。

(4)継続企業の前提に関する注記

当社グループは、平成20年３月期において営業損失678,846千円、当期純損失4,259,704千円を計上しま

した。当第１四半期連結会計期間におきましても、営業損失259,025千円、四半期純損失259,335千円を計

上したため当該状況は継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況に該当します。そのため、当該事象を

解決するために、以下の施策を展開します。 

　当社グループは、平成21年３月期より、抜本的に事業戦略を見直すこととし、基本方針は当社グループ

の主要事業（システム開発事業、機器販売事業、ITセキュリティ事業及びEC・マーケティング事業）を逸

脱しない事業であること及び事業の収益性を勘案し、事業撤退、事業縮小、事業継続のグループに分類

し、早期に業績回復を目指すこととしました。 

　今後は、以下の点を重要施策とし、企業価値向上、利益拡大を図っていきたいと考えております。

① 本業回帰、「システム開発事業」への特化 

創業精神に立ち返り「システム開発事業、EC事業」に経営資源を集中し、事業の強化・拡大を
図ります。

② 周辺業務の整理・統合（機器販売事業、EC事業等）

これまで手掛けてきた周辺業務を整理・統合、経営の効率化を図ります。また、不採算事業か
らの撤退と社外経営資源の活用により再度見直しを行います。

③ 新規事業への取組方針の変更（M&A事業）

新規事業については、既存の事業との関連性の高い事業に特化し、業種的な拡散を避け、事業
採算の確保・拡大に努めます。

④ 財務体質の強化

不採算事業からの撤退を含め、事業再編を図り、財務の体質の強化を行います。また、過去の
投融資の整理・回収に努め、厳正なる会計処理に従い、この結果増資等による資本の増強により
体質強化を図ってまいります。

⑤ 人材の確保と育成

高度のスキルをもったエンジニア、感度の高い営業スタッフは、当社グループの柱であり真の
財産であり、当社グループにおいては「人材＝人財」との観点でその確保と育成に努めてまいり
ます。

以上の施策実施により、継続的な営業利益の計上が見込まれるため、継続企業の前提に関する重要な疑

義は解消されると判断しております。なお、当四半期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当四半期結財務諸表には反映しておりません。 
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(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

(百万円)

機器販売

事業

(百万円)

ITセキュリテ

ィ事業

(百万円)

EC・マーケテ

ィング事業

(百万円)

その他

(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
213 89 17 5 76 402 10 413

（2）セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
8 ─ ─ ─ ─ 8 △8 ―

計 222 89 17 5 76 411 2 413

営業利益又は営業損失（△） 17 △8 △12 △35 △91 △129 △129 △259

（注）１ 事業区分は、売上集計区分によっております。

　 ２ 各事業の主要な内容

　 （１）システム開発事業 ………… ソフトウェアの開発・販売及び受託計算、システム等管理運営受託等

　 （２）機器販売事業 ……………… 情報システム機器及び付随するソフトウェアの販売

　 （３）ITセキュリティ事業 ……… セキュリティ診断、コンサルティング及び教育等

　 （４）EC・マーケティング事業 … Webサイトでの情報提供及び販売

　 （５）その他 ……………………… 衣料品・服飾雑貨の販売、衛星放送チャンネルの運営、その他

 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）
　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 7,544,110 919,837 △ 7,737,796 △ 6,320 719,830

当第１四半期末までの変動額

　剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─

　四半期純利益 ─ ─ △ 259,335 ─ △ 259,335

　自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─

　その他 ※ 85,449 85,449 ─ ─ 170,898

当第１四半期末までの変動額合計 85,449 85,449 △ 259,335 ─ 　 △ 88,436 

当第１四半期末残高 7,629,559 1,005,286 △ 7,997,131 △ 6,320 631,393

※平成20年４月に新株予約権の行使が行われ、株主資本が合計で170,898千円増加いたしました。
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「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

科目
前四半期末

(平成20年３月期第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,103,232

Ⅱ 売上原価 890,073

　 売上総利益 213,158

Ⅲ 販売費及び一般管理費 293,779

　 営業損失（△） △ 80,620

Ⅳ 営業外収益 54,598

Ⅴ 営業外費用 13,054

　 経常損失（△） △ 39,076

Ⅵ 特別利益 467,673

Ⅶ 特別損失 97,117

　 税金等調整前四半期

　 純利益
331,479

　 税金費用 811

　 少数株主利益 ―

　 四半期（当期）純利益 330,668
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