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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 14,218 ― 425 ― 460 ― 201 ―
20年3月期第2四半期 14,319 2.4 428 △7.4 522 1.4 277 △6.2

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2四半期 19.86 19.86
20年3月期第2四半期 26.31 26.30

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2四半期 12,413 7,167 56.8 704.59
20年3月期 12,534 7,561 59.2 723.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,056百万円 20年3月期  7,420百万円

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 ― 16.00 16.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 16.00 16.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 31,000 6.0 1,250 15.6 1,300 7.5 700 △17.7 68.21

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）  有  

（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。  

(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、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。  

(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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
(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。  

新規 1 社 （社名 イー・コマース・テクノロジー株式会社 ） 除外 0 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  10,640,200株 20年3月期  10,640,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  625,106株 20年3月期  378,506株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  10,128,067株 20年3月期第2四半期  10,554,039株
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(当第２四半期の経営成績)                             (百万円)      (円)

 
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)および「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、売上原価の計上区分の変更を行っております。その為、前年同四半期

増減率または増減額は、参考として記載しております。 

 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご参照ください。 

  

(1)平成21年３月期 第２四半期連結累計期間の概況 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界経済の

減速や株式・為替市場の変動により、景気の先行きに対する不透明感が拡大してまいりました。 

 これに伴い、設備投資計画の先送りの兆候もあり、IT業界にもその影響が及んでおります。 

 このような厳しい状況の中、当社はネットワークインテグレーションとシステムインテグレーションをバ

ランスよく融合させたIT基盤サービスと、それに支えられた強固なセキュリティと一貫した運用サービスの

提供を致しました。このIT基盤・運用サービスの基礎の上に、モバイル、Webマーケティング、イービジネ

スサービスから構成される「Advanced Online Business Solution & Service」を推し進めてまいりまし

た。 

 当第２四半期連結累計期間は、売上高は14,218百万円(前年同期比△0.7％)、営業利益は425百万円(前年

同期比△0.6％)となりました。 

 売上高の減少は、全社的な物販からサービス売上への健全なシフトによるものです。利益面ではイービジ

ネス事業に加え、ソリューション事業の収益化を果たしております。経常利益は460百万円(前年同期比△

11.9％)となりました。経常利益の減少は、主に持分法による投資利益の減少と受取利息の減少によりま

す。四半期純利益は201百万円(前年同期比△27.6％）となりました。四半期純利益の減少は、前期、子会社

の吸収合併に伴う繰越欠損金の引き継ぎによる税金費用の軽減があったためです。 

 なお、「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」に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間より売上原価の計上区分の変更を実施したことに伴い、従来の方法によった場合に比

べ、営業利益、経常利益がそれぞれ93百万円増加しております。 

【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

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
四半期 

(当期)純利益

１株当たり
四半期 

(当期)純利益

平成21年３月期第２四半期 14,218 425 460 201 19.86

平成20年３月期第２四半期 14,319 428 522 277 26.31

伸    長    率 △0.7％ △0.6％ △11.9％ △27.6％ △24.5％

(参考)平成20年３月期 29,231 1,081 1,209 850 81.25
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(2)事業別の状況 

                                                                                                 （百万円）

 
  

〔イービジネスサービス事業〕 

当第２四半期連結累計期間の売上高は8,358百万円(前年同期比△7.9％)、営業利益は388百万円(前年同

期比△17.0％)となりました。売上高ではEC事業者へのバックオフィス業務運営をトータルサービスとし

て提供するイーショップエイジェント・アウトソースサービス事業において、ウイルス対策ソフトの売上

が減少しました。営業利益の減少は、売上減少に伴う売上総利益の減少によるものです。 

 なお、売上原価の計上区分の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が14百万円増加し

ております。 

  

〔ソリューション事業〕 

「Advanced Online Business Solution & Service」を推し進めた結果、当第２四半期連結累計期間の

売上高は5,860百万円(前年同期比＋11.7％)、営業利益は37百万円(前年同期比76百万円増)となりまし

た。IT基盤構築ソリューションや統合セキュリティーサービス、保守・運用サービスが順調に増加し、サ

ービス化が進展しております。また、Webサイト解析ソリューション等の投資事業が黒字化しました。一

方で、連結子会社の営業利益合計は△53百万円で、モバイル事業等をはじめとする先行投資負担が増加し

ております。 

 なお、売上原価の計上区分の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が79百万円増加し

ております。 

  

  

①資産・負債及び純資産の概況 

(連結財政状態)                                     (百万円)

 
  

(資産の部) 

当第２四半期連結会計期間末の資産の残高は、固定資産の減少により前連結会計年度末より120百万円

減少して12,413百万円となりました。 

 流動資産は主に現預金の増加により、前連結会計年度末より309百万円増加しました。現金及び預金は

668百万円増加する一方、売上債権が480百万円減少しました。 

 固定資産は主に投資有価証券の減少などにより430百万円減少しました。投資有価証券の減少は、保有

する時価のある投資有価証券の第２四半期連結会計期間末時価が下落したことが主な要因です。 

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期 (参考)平成20年３月期

 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

イービジネスサービス事業 9,072 468 8,358 388 17,757 934

ソリューション事業 5,247 △39 5,860 37 11,474 146

連 結 計 14,319 428 14,218 425 29,231 1,081

2. 連結財政状態に関する定性的情報

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期 (参考)平成20年３月期

総資産 12,603 12,413 12,534

純資産 7,339 7,167 7,561

自己資本比率 57.0％ 56.8％ 59.2％
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(負債の部) 

当第２四半期連結会計期間末の負債の残高は、流動負債の増加などにより前連結会計年度末より272百

万円増加して5,245百万円となりました。 

 流動負債は主に保守契約に関わる前受金の増加などにより、前連結会計年度末より267百万円増加しま

した。 

  

(純資産の部) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末より393百万円減少して7,167百万円と

なりました。 

 自己株式の増加、その他有価証券評価差額金の減少などによるものです。 

  

  

②キャッシュ・フローの概況 

(連結キャッシュ・フローの状況)                              (百万円)

 
  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、増加した資金は974百万円となりました。主な増加要因は売上債権の減少521百万円、

税金等調整前四半期純利益は348百万円です。 

 前年同期比では、子会社合併等による課税所得圧縮で法人税等支払額が492百万円減少しております。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、増加した資金は51百万円となりました。主な増加要因は投資有価証券の売却による収

入です。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、減少した資金は357百万円となりました。これは自己株式の取得による支出193百万円

および配当金の支払164百万円によるものです。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より

668百万円増加して3,286百万円となりました。 

  

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年４月25日に公表しました連結業績予想に変更

はありません。 

平成20年３月期第２四半期 平成21年３月期第２四半期 (参考)平成20年３月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △197 974 149

投資活動によるキャッシュ・フロー △899 51 △971

財務活動によるキャッシュ・フロー △391 △357 △556

現金及び現金同等物の増減額 △1,488 668 △1,378

現金及び現金同等物期末残高 2,507 3,286 2,617

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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平成20年６月30日付にて、イー・コマース・テクノロジー㈱の株式を取得しました。これに伴い、イ

ー・コマース・テクノロジー㈱は当社の連結子会社(特定子会社)となりました。 

  

１.簡便な会計処理 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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。 

  

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)および「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 

棚卸資産については、従来、個別法または総平均法による原価法によっておりましたが、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、個別法または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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)および「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)を第１四半期連結会計期間から早期に

適用しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引につきましては、引き続き賃貸借取引に係る会計処理を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

(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

ソフトバンク・テクノロジー株式会社（4726）平成21年3月期第2四半期決算短信
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４.売上原価の計上区分の変更 

従来、技術部門発生費用のうち、製品に賦課できないものは販売費及び一般管理費に計上しており

ましたが、第１四半期連結会計期間より、全ての技術部門費用を売上原価として計上する方法に変更

しております。 

 この変更は、ソリューション事業の重要性が高まってきていることを契機として、全社横断的に業

務内容および原価管理体制の見直しを行い、全ての技術部門をサービス提供部門と位置づけるととも

に、当期より新システム導入を実施し技術部門の発生経費をプロジェクトに対応させる体制が整備さ

れた結果、実現された厳密な原価管理を通じて、より適正な経営成績を表示するために行ったもので

あります。この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上原価は1,232,305千円増加し、売上

総利益は同額減少し、販売費及び一般管理費は1,326,170千円減少し、仕掛品は70,883千円増加し、

ソフトウエア仮勘定は22,980千円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は

93,864千円増加しております。 

 なお、この変更が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。 

  

５.税金費用の計算方法の変更 

従来、税金費用については、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法

（簡便法）により行っておりましたが、より適正な税金費用の計算を行うことを目的として、当第２

四半期連結会計期間より、年度決算と同様の手法で計算する方法（原則法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の法人税等合計は

34,244千円減少し、四半期純利益は同額増加し、繰延税金資産（流動）は26,221千円増加し、繰延税

金資産（固定）は26,585千円増加し、未払法人税等は18,562千円増加しております。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,286,221 2,617,532 

受取手形及び売掛金 3,392,442 3,872,524 

商品 204,260 240,755 

仕掛品 328,753 222,499 

繰延税金資産 153,348 123,174 

その他 513,427 487,717 

貸倒引当金 △7,168 △2,610 

流動資産合計 7,871,286 7,561,592 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 86,441 88,026 

工具、器具及び備品（純額） 238,754 231,921 

有形固定資産合計 325,195 319,948 

無形固定資産 

のれん 31,669 36,193 

ソフトウエア 415,232 231,515 

ソフトウエア仮勘定 66,432 151,835 

その他 12,166 12,050 

無形固定資産合計 525,500 431,595 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,035,214 3,672,232 

差入保証金 365,323 353,924 

繰延税金資産 208,593 97,389 

その他 216,816 240,437 

貸倒引当金 △134,741 △142,975 

投資その他の資産合計 3,691,206 4,221,008 

固定資産合計 4,541,902 4,972,552 

資産合計 12,413,189 12,534,144 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,446,769 3,552,700 

未払金 360,522 484,572 

未払法人税等 210,729 41,075 

預り金 126,938 137,012 

賞与引当金 253,947 242,212 

役員賞与引当金 9,000 18,000 

その他 722,929 387,493 

流動負債合計 5,130,837 4,863,066 

固定負債 

長期前受金 114,500 109,693 

固定負債合計 114,500 109,693 

負債合計 5,245,337 4,972,760 

純資産の部 

株主資本 

資本金 634,555 634,555 

資本剰余金 712,204 712,204 

利益剰余金 6,287,650 6,250,681 

自己株式 △574,936 △383,278 

株主資本合計 7,059,474 7,214,163 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △33,667 198,536 

為替換算調整勘定 30,707 7,973 

評価・換算差額等合計 △2,959 206,509 

少数株主持分 111,337 140,710 

純資産合計 7,167,852 7,561,384 

負債純資産合計 12,413,189 12,534,144 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 14,218,762 

売上原価 12,848,220 

売上総利益 1,370,541 

販売費及び一般管理費 944,755 

営業利益 425,786 

営業外収益 

受取利息 12,465 

受取配当金 4,478 

持分法による投資利益 21,213 

負ののれん償却額 673 

雑収入 7,071 

営業外収益合計 45,902 

営業外費用 

為替差損 1,778 

自己株式取得費用 1,705 

投資事業組合運用損 7,326 

雑損失 518 

営業外費用合計 11,328 

経常利益 460,360 

特別利益 

固定資産売却益 60 

貸倒引当金戻入額 9,143 

その他 7,671 

特別利益合計 16,875 

特別損失 

固定資産除却損 575 

投資有価証券売却損 32,767 

投資有価証券評価損 85,211 

その他 10,641 

特別損失合計 129,194 

税金等調整前四半期純利益 348,040 

法人税、住民税及び事業税 226,149 

法人税等調整額 △56,294 

法人税等合計 169,854 

少数株主損失（△） △22,969 

四半期純利益 201,155 

ソフトバンク・テクノロジー株式会社（4726）平成21年3月期第2四半期決算短信

-9-



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 348,040 

減価償却費 104,486 

のれん償却額 9,789 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,889 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,734 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 

有形固定資産除却損 575 

受取利息及び受取配当金 △16,943 

持分法による投資損益（△は益） △21,213 

投資事業組合運用損益（△は益） 7,326 

投資有価証券売却損益（△は益） 32,767 

投資有価証券評価損益（△は益） 85,211 

売上債権の増減額（△は増加） 521,436 

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,059 

営業債権の増減額（△は増加） △118,592 

仕入債務の増減額（△は減少） △129,924 

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,754 

営業債務の増減額（△は減少） 133,161 

その他 972 

小計 906,632 

利息及び配当金の受取額 125,271 

法人税等の支払額 △57,133 

営業活動によるキャッシュ・フロー 974,771 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △47,593 

有形固定資産の売却による収入 5,643 

無形固定資産の取得による支出 △149,796 

無形固定資産の売却による収入 12,136 

投資有価証券の取得による支出 △34,375 

投資有価証券の売却による収入 183,470 

子会社株式の取得による支出 △18,127 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

64,358 

短期貸付金の増減額（△は増加） 23,183 

差入保証金の差入による支出 △11,399 

差入保証金の回収による収入 24,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー 51,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △193,363 

配当金の支払額 △164,218 

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,582 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 668,689 

現金及び現金同等物の期首残高 2,617,532 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,286,221 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

(単位:千円) 

 
  

(注) １ 事業区分の方法 

事業は、当社が顧客に対して提供する商品・製品およびサービスの類似性に従って区分しております。 

  

２ 各区分に属する主要な商品・製品およびサービス 

 
  

３ 会計処理の方法の変更 

 「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」にも記載のとおり、従

来、技術部門発生費用のうち、製品に賦課できないものは販売費及び一般管理費に計上しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、全ての技術部門費用を売上原価として計上する方法に変更しておりま

す。 

 この変更は、ソリューション事業の重要性が高まってきていることを契機として、全社横断的に業務内

容および原価管理体制の見直しを行い、全ての技術部門をサービス提供部門と位置づけるとともに、当期

より新システム導入を実施し技術部門の発生経費をプロジェクトに対応させる体制が整備された結果、実

現された厳密な原価管理を通じて、より適正な経営成績を表示するために行ったものであります。この結

果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益がイービジネスサービス事業において14,580千円、ソ

リューション事業において79,283千円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

イービジネス
サービス事業

ソリュー
ション事業

計
消去または 

全社
連結

Ⅰ．売上高および営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,358,463 5,860,298 14,218,762 ― 14,218,762

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

― ― ― ― ―

計 8,358,463 5,860,298 14,218,762 ― 14,218,762

  営業利益 388,666 37,120 425,786 ― 425,786

事業区分 主要な商品・製品およびサービス

イービジネスサービス事業

ECサイトを利用したソフトウェア、PC関連商品の販売、ECサ
イトのフロントショップからバックオフィスまでの業務運営
サービス業務、決済・回収代行サービス業務、およびPC他の
製品および種々のサービスに対するテクニカルサポート業務

ソリューション事業
業務システム・セキュリティシステム・ネットワークインフ
ラシステム等のコンサルティング、設計・構築から運用・監
視・保守サービス、総合的なWebソリューションの提供

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

(単位:千円、％) 

「参考資料」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額 百分比

Ⅰ 売上高 14,319,315 100.0

Ⅱ 売上原価 11,558,433 80.7

   売上総利益 2,760,881 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,332,377 16.3

   営業利益 428,503 3.0

Ⅳ 営業外収益 103,950 0.7

 １ 受取利息 27,047

 ２ 受取配当金 13,958

 ３ 持分法による投資利益 59,753

 ４ 雑収入 3,191

Ⅴ 営業外費用 10,171 0.1

 １ 為替差損 319

 ２ 自己株式取得費用 1,906

 ３ 投資事業組合損失 7,721

 ４ 雑損失 223

   経常利益 522,282 3.6

Ⅵ 特別利益 14,281 0.1

 １ 投資有価証券売却益 14,281

Ⅶ 特別損失 280,722 1.9

 １ 固定資産除却損 12,902

 ２ 投資有価証券評価損 168,820

 ３ 貸倒引当金繰入額 99,000

   税金等調整前中間(当期)純利益 255,841 1.8

   法人税、住民税及び事業税 68,376 0.5

   法人税等調整額 △81,496 △0.6

   少数株主損益 8,766 0.0

   中間(当期)純利益 277,727 1.9
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間(当期)純利益 255,841

  減価償却費 109,654

  新株発行費償却 126

  のれん償却額 6,568

  貸倒引当金の増加額(△減少額) 99,449

  賞与引当金の減少額 △2,168

  役員賞与引当金の増加額(△減少額) △23,559

  有形固定資産除却損 12,902

  受取利息及び受取配当金 △41,005

  持分法による投資利益 △59,753

  投資事業組合損失 7,721

  投資有価証券売却益 △14,281

  投資有価証券評価損 168,820

  売上債権の減少額 265,143

  棚卸資産の減少額(△増加額) △359,312

  その他営業債権の減少額(△増加額) 67,688

  仕入債務の増加額(△減少額) △633

  未払消費税等の増加額(△減少額) △175,134

  その他営業債務の増加額 329

  その他 △11,306

小計 307,092

  利息及び配当金の受取額 44,980

  法人税等の支払額 △549,215

   営業活動によるキャッシュ・フロー △197,142

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産の取得による支出 △66,633

  無形固定資産の取得による支出 △72,907

  投資有価証券の取得による支出 △734,636

  投資有価証券の売却による収入 27,990

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △49,887

  短期貸付金の純増減額 1,057

  差入保証金の設定による支出 △4,818

   投資活動によるキャッシュ・フロー △899,836

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  自己株式の取得による支出 △222,005

  配当金支払額 △169,821

   財務活動によるキャッシュ・フロー △391,826

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △1,488,805

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,995,997

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,507,192
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【事業の種類別セグメント情報】 

  
前中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

(単位:千円) 

 
 

イービジネス
サービス事業

ソリュー
ション事業

計
消去または 

全社
連結

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 9,072,174 5,247,140 14,319,315 ― 14,319,315

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

― ― ― ― ―

計 9,072,174 5,247,140 14,319,315 ― 14,319,315

  営業費用 8,603,981 5,286,830 13,890,811 ― 13,890,811

  営業利益又は営業損失(△) 468,192 △ 39,689 428,503 ― 428,503
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