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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 46,308 ― 129 ― 275 ― △398 ―

20年3月期第2四半期 50,469 86.9 1,281 315.2 1,590 250.9 859 128.4

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 △820.33 ―

20年3月期第2四半期 1,790.12 ―

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 45,020 18,221 37.8 35,015.62
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2四半期  17,030百万円 20年3月期  17,429百万円

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 ― ― ― ― 315.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 21.00 21.00

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 92,000 △12.4 1,000 △64.6 1,000 △67.3 100 △93.5 205.60

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、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） 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 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 無

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  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2四半期  6,013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2四半期  486,378株 20年3月期第2四半期  480,323株

mi-ito
新規スタンプ

mi-ito
新規スタンプ



※ 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11月５日に公表いたしました連結業績予想から修正しておりません。 
２． 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及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。 
  業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、５ページ「定性的情報・ 
  財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３． 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。  



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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）のわが国経済は、エネルギー・原材料価格

の上昇、および急速な円高の進行などにより企業収益が減少し、それに伴う雇用者所得の伸び悩みなどにより個人

消費も停滞するなど、景気は後退局面への転換を鮮明にいたしました。また、世界経済全体で見ましても、一部の

新興国が高い成長率を維持しております一方で、サブプライムローン問題に端を発する金融不安などの影響もあ

り、米国・欧州でも景気が悪化してきております。 

 当グループの属するパソコン業界におきましては、インターネット・メールなどの使用に主眼を置いた低価格の

ミニノートパソコンが人気を集め、世界市場での総出荷台数は前年同期と比べて二桁増となりましたが、平均販売

価格の大幅な低下により各社とも十分な収益の確保が難しくなっており、業界各社の経営環境は厳しさを増してお

ります。 社団法人電子情報技術産業協会の発表によれば、国内のパソコンの出荷台数はほぼ前年並みである一

方、出荷金額は前年同期比5.7％減となり、特に夏以降の減少が顕著になっております。 

 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」をメインブランドとする

BTO（受注生産）・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）、子会社の事業部門の一部譲渡（株式会社iiyamaの国内産業用モニタ事業の東

京特殊電線株式会社への譲渡）をおこないました。 

 しかしながら、これまで比較的好調であった国内パソコン市場における個人需要の減少の影響を補うことができ

ず、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は46,308百万円（前年同期比8.2％減）となりました。利益面におき

ましては、引き続き低コストオペレーションに努めてまいりましたが、前述しました売上高の減少および平均販売

価格の低下が売上総利益を圧迫したことに加え、取引先の民事再生手続開始の申立てに伴う貸倒引当金繰入額の発

生などにより、営業利益は129百万円（前年同期比89.9％減）、経常利益は275百万円（同82.7％減）となりまし

た。また、国内株式市場の低迷に伴う持分法による投資損失および投資有価証券評価損や、事業整理損失引当金繰

入額、貸倒引当金繰入額などを計上したことにより、四半期純損失は398百万円（前年同期は四半期純利益859百万

円）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 

 「マウスコンピューター」ブランドによるパソコンの製造・販売部門においては、WEBなどにおいて直接販売を

行うダイレクト販売、家電量販店向けの販売、流通商社などの法人向け販売が、総じて当初見込みを下回る結果と

なり、売上高・営業利益ともに前年同期比で減少いたしました。主な要因としては、大手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たことによる競争激化、ミニノートパソコンの市場拡大の影響による平均販売価格

の低下などが挙げられます。なお、平成20年３月期末における急激な為替変動（円高）が、第２四半期連結累計期

間の前半にかけて緩やかに解消されたため、304百万円のデリバティブ評価益が生じております。 

 「パソコン工房」「Faith」「TWOTOP」ブランドで全国に店舗展開する小売部門においても、特に夏商戦以降の

個人消費の急速な停滞を受け、売上高は前年同期比で減少いたしました。その結果、粗利率はわずかに上昇したも

のの、店舗運営に関わる固定費をカバーすることができず、231百万円の営業損失となりました。 

 パソコンおよびCPU・ハードディスク・マザーボード・グラフィックボードなどパソコン基幹パーツの代理店販

売・卸売部門においては、ASUSTeK Computer社製のミニノートパソコン「Eee PC」が順調に売上を伸ばしたもの

の、国内パソコン市場の全般的な停滞の影響を受けたことに加え、ハードディスクの急激な価格低下などもあり、

売上高は前年同期比で減少いたしました。さらに、取引先である九十九電機株式会社が民事再生手続開始の申立て

をおこなったことに伴う貸倒引当金繰入額が発生したことにより、営業利益は前年同期比で大幅に減少いたしまし

た。 

 「iiyama」ブランドの液晶ディスプレイの製造・販売部門においては、国内売上高は産業用モニタの事業譲渡に

よる減少もあり前年同期比で減少いたしましたが、欧州売上高は引き続き大型ワイドモデルの旺盛な需要を受けて

増加いたしました。国内事業では前年同期以上の営業利益を確保しており、欧州事業の営業利益は前年同期比で大

幅な増益となりました。なお、対ユーロの為替レートが大幅な円高水準になったことなどにより、157百万円の為

替差損を計上いたしました。また、液晶パネルの安定的確保のため、中国の製造委託先に支払った前渡金について

製品出荷による回収が長期にわたり遅延しており、49百万円の特別損失（貸倒引当金繰入額）が発生しておりま

す。本前渡金につきましては、その回収に尽力し早期化を図ってまいります。 

 「iriver」「SIREN」ブランドのデジタルオーディオプレーヤーおよびポータブルデバイスの販売部門において

は、市場の縮小と価格競争の激化により、売上高は前年同期比で大きく減少いたしました。売上高の減少に伴う過

剰在庫の圧縮に努めたことにより、営業損失は94百万円となりました。なお、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。 

 「Cafesta」ブランドのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）事業部門においては、順調に利用者を増加

しているものの、未だ営業黒字を計上するには至っておりません。 

 以上に加え、国内株式市場の低迷により保有株式の価額が大幅に下落したことなどに伴い、持分法適用関連会社

である株式会社アドテックの株式について53百万円の特別損失（持分法による投資損失）が発生しております。 

 これらの結果、当事業における売上高は45,234百万円（前年同期比8.8％減）、営業利益は22百万円（前年同期

比98.1%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出版の競合他社の一部が市場から撤退した影響もあり、

各店頭における陳列スペースの拡大に成功し、Windows Vista、Microsoft Office 2007を中心とするパソコン専門

書の販売が好調に推移しました。この結果、当事業における売上高は955百万円（前年同期比11.5%増）、営業利益

は121百万円（前年同期比64.6％増）となりました。 

(3)投資事業 

 投資事業部門においては、外国為替証拠金取引事業における採算性を引き続き確保いたしましたが、のれん償却

額を計上したことに加え、投資有価証券について98百万円の特別損失（投資有価証券評価損）が発生しておりま

す。この結果、当事業における売上高は122百万円、営業損失は34百万円となりました。 

 ※ 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。従いまして、当第２四半期

連結累計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の中間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２四半期連結会計期間末における総資産は45,020百万円となり、前連結会計年度末比2,357百万円の減少と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,808百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は26,798百万円となり、前連結会計年度末比1,956百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が

326百万円減少したこと及び短期借入金が1,015百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は18,221百万円となり、前連結会計年度末比401百万円の減少となりました。これは主に、当第２四

半期連結累計期間四半期純損失398百万円及び前連結会計年度に係る配当金153百万円によるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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10百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末は8,552百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は548百万円となりました。これは主に、売上

債権の減少額1,603百万円、貸倒引当金の増加額231百万円、投資有価証券評価損109百万円、法人税等の還付額302

百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額708百万円及び法人税等の支払額985百万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２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は309百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出210百万円及び無形固定資産の取得による支出156百万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２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は235百万円となりました。これは主に、長期

借入れによる収入1,500百万円に対し、短期借入金の純減額50百万円、長期借入金の返済による支出1,419百万円、

社債の償還による支出110百万円及び配当金の支払額149百万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 

  平成20年11月５日付「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました通り、 

平成20年５月20日に公表いたしました平成21年３月期通期の連結業績予想を下方修正することといたしました。 

  当第２四半期連結累計期間の連結売上高は当初計画を下回っており、下期につきましても、国内パソコン市場は

引き続き景気後退及び個人消費低迷の影響を受けて厳しい環境にあることが見込まれます。さらに、当第２四半期

連結累計期間において取引先が民事再生手続開始の申立てをおこなったことにより、当該取引先に対して見込んで

おりました売上高が減少するほか、与信管理体制を一層強化いたしますことから、平成21年３月期通期の連結売上

高の予想といたしましては92,000百万円（前期比12.4％減）を見込んでおります。 

  一方、費用につきましては、売上高及び売上総利益の減少に見合った費用構造とするべく、コスト削減等に一層

努めてまいります。平成21年３月期通期の営業利益は1,000百万円（前期比64.6％減）、経常利益は1,000百万円

（前期比67.3％減）、当期純利益は100百万円（前期比93.5％減）と予想しております。 

  

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)繰延税金資産又は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、又は、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合には、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

グに当該著しい変化の影響を加味したもの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の特有な会計処理の適用 

 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「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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は64,453千円減少、税金等調整前四半期

純損失は同額増加しております。なお、セグメント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 

 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。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は4,007千円減少、経

常利益は16,611千円減少、税金等調整前四半期純損失は16,611千円増加しております。なお、セグメントに与える

影響は当該箇所に記載しております。 

  



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 8,579,648 8,612,632

受取手形及び売掛金 8,463,871 10,272,827

営業投資有価証券 158,144 166,692

商品及び製品 11,707,332 10,989,557

仕掛品 122,106 84,701

原材料及び貯蔵品 1,493,076 1,883,211

その他 3,678,707 4,349,342

貸倒引当金 △149,488 △121,140

流動資産合計 34,053,398 36,237,825

固定資産   

有形固定資産 2,178,984 2,111,733

無形固定資産   

のれん 5,526,828 5,718,483

その他 441,280 411,691

無形固定資産合計 5,968,109 6,130,175

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,066,365 2,940,815

貸倒引当金 △246,112 △41,911

投資その他の資産合計 2,820,252 2,898,903

固定資産合計 10,967,345 11,140,812

資産合計 45,020,744 47,378,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,288,434 6,615,078

短期借入金 10,418,033 11,433,389

引当金 899,278 778,137

その他 4,156,816 5,920,839

流動負債合計 21,762,562 24,747,445

固定負債   

社債 299,600 349,700

長期借入金 4,183,912 3,137,760

引当金 437,448 404,500

その他 115,353 115,525

固定負債合計 5,036,314 4,007,485

負債合計 26,798,876 28,754,930



（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) 

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 3,860,060 4,386,887

自己株式 △359,209 △358,788

株主資本合計 16,816,444 17,343,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,241 △73,263

繰延ヘッジ損益 △1,546 △14,715

為替換算調整勘定 229,993 174,269

評価・換算差額等合計 214,206 86,290

新株予約権 16,000 16,000

少数株主持分 1,175,217 1,177,724

純資産合計 18,221,868 18,623,707

負債純資産合計 45,020,744 47,378,638



（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 46,308,085

売上原価 38,805,798

売上総利益 7,502,286

販売費及び一般管理費 7,373,139

営業利益 129,147

営業外収益  

受取利息 27,958

受取配当金 977

負ののれん償却額 9,209

投資有価証券売却益 7,080

デリバティブ評価益 314,884

その他 102,154

営業外収益合計 462,264

営業外費用  

支払利息 84,963

持分法による投資損失 6,429

為替差損 175,135

その他 49,528

営業外費用合計 316,057

経常利益 275,354

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,505

投資有価証券売却益 2,806

その他 194

特別利益合計 9,505

特別損失  

固定資産売却損 1,133

減損損失 11,932

投資有価証券評価損 109,464

事業整理損失引当金繰入額 70,547

その他 124,351

特別損失合計 317,429

税金等調整前四半期純損失（△） △32,569

法人税、住民税及び事業税 344,738

法人税等調整額 1,792

法人税等合計 346,531

少数株主利益 19,889

四半期純損失（△） △398,990



（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損失（△） △32,569

減価償却費 187,533

減損損失 11,932

のれん償却額 208,178

負ののれん償却額 △9,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 231,967

受取利息及び受取配当金 △28,935

支払利息 84,963

持分法による投資損益（△は益） 59,560

投資有価証券売却損益（△は益） △9,886

投資有価証券評価損益（△は益） 109,464

デリバティブ評価損益（△は益） △314,884

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 68,128

売上債権の増減額（△は増加） 1,603,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △708,810

仕入債務の増減額（△は減少） △78,447

未収入金の増減額（△は増加） △88,360

未払金の増減額（△は減少） △97,850

前受金の増減額（△は減少） △24,809

預り金の増減額（△は減少） 135,134

その他 △13,160

小計 1,293,013

利息及び配当金の受取額 28,922

利息の支払額 △90,322

法人税等の支払額 △985,571

法人税等の還付額 302,593

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,635

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 △7,811

定期預金の払戻による収入 51,602

有形固定資産の取得による支出 △210,340

有形固定資産の売却による収入 1,161

無形固定資産の取得による支出 △156,137

差入保証金の差入による支出 △68,612

差入保証金の回収による収入 37,222

投資有価証券の取得による支出 △39,926

投資有価証券の売却による収入 117,259

子会社株式の取得による支出 △15,110

その他 △19,030

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,724



（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) 

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 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,419,204

社債の償還による支出 △110,100

配当金の支払額 △149,592

少数株主への配当金の支払額 △5,903

その他 △1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,920

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,807

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 8,552,909



 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  

〔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） 

 （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） 

 「投資事業」については、第１四半期連結累計期間まで「パソコン関連事業」に含めておりましたが、金

額的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間よりセグメントを追加しております。 

 この結果、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は122,636千円

（うち外部顧客に対する売上高は122,636千円）減少し、営業利益は34,599千円増加しております。 

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) 投資事業       ： IT関連株式及びIPOを目指すベンチャー企業への投資、外国為替証拠金取引業

等 

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、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）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、当第２四半期連結累計期間

の営業利益はパソコン関連事業で64,453千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、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 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によって場合に

比べて当第２四半期連結累計期間の営業利益は、パソコン事業で4,007千円減少しております。 

  

  
パソコン 
関連事業 
（千円） 

メディア事業
（千円） 

投資事業
(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 
 45,230,835  954,613  122,636  46,308,085  －  46,308,085

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 3,477  597  －  4,075  △4,075  －

計  45,234,313  955,210  122,636  46,312,160  △4,075  46,308,085

営業利益又は営業損失

（△） 
 22,486  121,622  △34,599  109,509  19,637  129,147



〔所在地別セグメント情報〕 

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）  

 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、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

   

  

〔海外売上高〕  

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）  

 （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 

  

  

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（千円）  4,452,769  259,938  4,712,708

Ⅱ 連結売上高（千円）              46,308,085

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.6  0.6  10.2

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  50,469,248  100.0

Ⅱ 売上原価  42,376,681  84.0

売上総利益  8,092,566  16.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,810,781  13.5

営業利益  1,281,785  2.5

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息  33,304

２．受取配当金  80,410

３．負ののれん償却額  9,209

４．持分法による投資利益  7,087

５．為替差益  232,192

６．受取手数料  19,873

７．その他  76,626  458,703  0.9

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息  100,856

２．支払手数料  8,459

３．その他  40,529  149,845  0.3

経常利益  1,590,642  3.1

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益  1,140

２．貸倒引当金戻入益  15,072

３．立地助成金  34,321

４．保険解約益  18,486  69,021 0.1

        



  

  
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（千円）
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損  9,826

２．減損損失  1,827

３．投資有価証券評価損  32,351

４．過年度関税追徴税額  72,900

５．その他  8,466  125,372  0.2

税金等調整前中間純利益  1,534,291  3.0

法人税、住民税及び事業
税  676,829

法人税等調整額 △67,751  609,078  1.2

少数株主利益  65,376  0.1

中間純利益  859,837  1.7

    



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,534,291

減価償却費  138,448

のれん償却  164,076

負ののれん償却 △9,209

受取利息及び受取配当金 △113,714

支払利息  100,856

持分法による投資利益 △7,087

固定資産売却益 △1,140

投資有価証券評価損  32,351

売上債権の減少額  3,176,783

たな卸資産の増加額 △1,313,117

営業投資有価証券の増加額 △28,600

仕入債務の減少額 △2,855,514

未収入金の減少額  33,100

未払金の減少額 △240,331

前渡金の減少額  115,281

未払消費税等の減少額 △288,888

その他  147,076

小計  584,662

利息及び配当金の受取額  109,655

利息の支払額 △102,774

法人税等の支払額 △1,094,371

営業活動によるキャッシュ・フロー △502,827



  

  
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（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入  362,009

定期預金の預入による支出 △144,496

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による収入  1,619,471

有形固定資産の売却による収入  2,202

有形固定資産の取得による支出 △297,036

無形固定資産の取得による支出 △25,401

投資有価証券の売却による収入  471,651

投資有価証券の取得による支出 △399,586

長期前払費用の増加による支出 △51,200

その他  36,353

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,573,966

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純減少額 △670,000

長期借入による収入  200,000

長期借入金の返済による支出 △467,360

社債の発行による収入  500,000

社債の償還による支出 △260,000

自己株式の取得による支出 △357,933

その他 △3,421

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,058,714

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  72,174

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  84,598

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,374,112

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  9,458,711

    



（３）セグメント情報 

〔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） 

  

 （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中間連結会計期間及び、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、当中間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 

  

  
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 
 49,612,721  856,526  50,469,248  －  50,469,248

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 4,382  510  4,892  △4,892  －

計  49,617,104  857,036  50,474,140  △4,892  50,469,248

営業利益  1,186,720  73,881  1,260,602  21,183  1,281,785

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に締める割合が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。 

  

〔海外売上高〕 

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） 

      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。 
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