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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31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7月期第1四半期 1,573 25.1 △203 ― △533 ― △491 ―
20年7月期第1四半期 1,258 △64.0 △177 ― △404 ― △157 ―

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7月期第1四半期 △9,087.90 ―
20年7月期第1四半期 △2,904.58 ―

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7月期第1四半期 7,858 5,042 57.0 82,797.33
20年7月期 8,144 5,665 61.2 92,223.60

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  4,477百万円 20年7月期  4,987百万円

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7月期 ― ― ― ― ―
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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 4,000 42.4 △370 ― △270 ― △190 ― △3,513.57
通期 9,100 50.9 △350 ― △230 ― △160 ― △2,958.79

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、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） 

(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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第1四半期  54,076株 20年7月期  54,076株
② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  ―株 20年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  54,076株 20年7月期第1四半期  54,076株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題を発端とした金融市

場の混乱が世界中に波及し、その影響が経済活動全体に及び、米国、欧州はもとより、アジア、日本に

まで景気停滞が顕著になりつつある中、さらに８月中旬以降の急激な円高進行の影響を受け、企業業績

への影響や個人消費の低迷など、取り巻く環境は厳しさを増してきました。 

このような状況の下、当第１四半期連結会計期間における当社グループは、前連結会計年度より引き

続き「ビジネスモデル再構築」及び「グループ内事業ポートフォリオ再構築」を 優先項目とし、注力

分野、重点エリアにおける事業展開を推し進めるとともに、従来の得意とする地域やサービス分野にお

いて、競争力を高め、安定的な収益基盤を確立すること目指してまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,573百万円、営業損失203百万円、経常損

失533百万円、当期純損失491百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及び営業費用は、配賦不能であるため、以下の業績数値には

反映しておりません。 

また、前第１四半期連結会計期間を変更後の事業区分によった場合の数値については、「第５ 経理

の状況 １ 四半期連結財務諸表 （セグメント情報）」に記載のとおりであり、以下の前年同期比に

つきましては、変更後の事業区分での対比であります。 

  

（ITインフラ事業） 

情報漏洩、内部統制、CO2削減などの企業経営を取り巻く環境の変化から企業のIT投資への意欲は

堅調に推移しました。その中、前連結会計年度から取り組んでいたチャネル営業を強化したこと、及

び拡充した取扱商品やソリューションをセミナーやイベントを通じて知名度を高めたことにより、大

幅な増収となりました。 

これらの結果、ITインフラ事業の売上高は262百万円（前年同期比834.1％増）、営業利益は27百万

円（前年同期は6千円の損失）となりました。 

  

（ブロードバンド事業） 

トリプルプレイサービス（HISA、VOD、VOIP）やビジネスセンターサービスは、景気停滞が顕著に

なった北米を中心に事業を展開してきました。しかし継続収入が多いため、現状では極端な落ち込み

は見られていないものの、ホスピタリティー市場の縮小に合わせ、販売管理費削減に努め、収益力の

改善に努めました。 

これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は1,110百万円（前年同期比9.2％減）、営業損失は95

百万円（前年同期は99百万円の損失）となりました。 

  

（トラベル事業） 

前連結会計年度からホスピタリティー市場におけるシェア（面）の活用を目的に、企業向け旅行企

画販売やMICE企画販売、出版広告事業を中心としたブロードバンド事業の付加価値サービスを展開し

てきました。特に中国マカオなどを中心とした独自の旅行企画、MICE企画を進めました。 

これらの結果、トラベル事業の売上高は200百万円（前年同期比3,032.3％増）、営業損失は46百万

円（前年同期は15百万円の損失）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及び営業費用は、配賦不能であるため、以下の業績数値には

反映しておりません。 

  

・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
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（アジア） 

景気停滞懸念は強まっているものの、既存事業の拡大並びに新規事業への参入もあり、国内事業が

堅調に推移しました。 

これらの結果、アジアにおける売上高は489百万円、営業損失は48百万円となりました。 

  

（北米） 

景気停滞が顕著ではあるものの、継続収入が多いため、現状では極端な落ち込みは見られていませ

ん。しかし、収益力は弱まっているため、販売管理費削減に努め、収益力の改善に努めました。 

これらの結果、北米における売上高は1,084百万円、営業損失は65百万円となりました。 

  

  

総資産については、前連結会計年度末に比べ、285百万円減少しました。これは主に、無形固定資産

が償却により77百万円減少し、また受取手形及び売掛金について回収が進んだことにより124百万円減

少したことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比べ、338百万円増加しました。これは主に、短期借入金が508

百万円増加したことによるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ、623百万円減少しました。これは主に、四半期純損失

491百万円の計上によるものであります。 

  
  

平成21年８月期の連結業績予想につきましては、為替差損や特別損益など精査すべき事項はあります

が、現時点において平成20年９月12日に公表した連結業績予想に変更はありません。 

  
  

  

該当事項はありません。 

  

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定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定しております。

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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のみ正味売却価格を見積もり、

切放し法により簿価切下げを行う方法によっております。 

  

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

想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

２ 棚卸資産の評価方法

３ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の額に差異が見られる

場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで親会社の金額に合わせる方法により相殺消

去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性

が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。 

  

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見
積もって計算しております。 
前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間から取引状況に大きな変化がないと認められ

る場合には、前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間で使用した損益率や合理的な予算
制度に基づく損益率を使用して算定しております。 

  

当連結会計年度の税引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、税引
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を採用しております。 
重要性が乏しい連結会社については、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化及び

その他の経営環境に著しい変化がないと認められ、かつ、当第１四半期財務諸表上の一時差異等の発
生状況について大幅な変動がないため、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損
益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し、法人税等合計として表示しておりま

す。 

  
  

  

  

  

  

４ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

５ 未実現損益の消去

６ 税金費用の計算

(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 連結の範囲の変更

 当第１四半期連結会計期間から、新たに設立されたMPT Capital Ltd.を連結の範囲に含めておりま

す。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。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ありません。

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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、期首剰余金は19,293千円増加し、経常損失、税金等調

整前四半期純損失は11,986千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ありません。

④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日企業会計基準第13号）、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。
 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
 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ありません。

⑤ 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
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従来、事業の種類別セグメントの事業区分は、「HSIA事業」、「VOD事業」、「その他事業」の３

区分としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「ITインフラ事業」、「ブロードバンド事

業」、「トラベル事業」の３区分に変更いたしました。 

当社グループは、平成21年７月期を新たな成長に向けた一年と位置づけ、持株会社移行へ向けた組
織再編を実施いたします。また、今後の市場環境と事業の成長性を勘案し、当社グループ内における
事業間シナジーの 大化を図りつつ、より効率的な経営資源の活用を促進するために、事業ポートフ
ォリオの見直しについても積極的に推進してまいりました。 

これらの結果、個別の事業及び連結子会社を新たな事業セグメントにより捉え直すことが妥当であ

ると判断し、当第１四半期連結会計期間より事業セグメントを変更いたしました。 

変更後の事業区分の内容は以下のとおりであります。 
 

  

  

  

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。

⑥ セグメント区分の変更

ITインフラ事業 ・・・ シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企
業システム基盤構築などのインフラソリューション事業。

ブロードバンド
事業

・・・
トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサ
ービス。

トラベル事業 ・・・ 旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業。
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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10月31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7月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,259,620 4,221,478 

受取手形及び売掛金 630,982 755,534 

商品 224,880 233,432 

仕掛品 726,873 715,842 

その他 899,740 864,169 

貸倒引当金 △225,031 △187,732 

流動資産合計 6,517,067 6,602,724 

固定資産 

有形固定資産 492,924 595,587 

無形固定資産 

のれん 479,201 547,470 

その他 116,030 124,927 

無形固定資産合計 595,232 672,398 

投資その他の資産 253,267 273,447 

固定資産合計 1,341,424 1,541,433 

資産合計 7,858,491 8,144,158 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 375,941 416,833 

短期借入金 1,008,832 500,000 

未払法人税等 37,800 37,107 

前受金 964,504 997,732 

その他 265,064 356,118 

流動負債合計 2,652,142 2,307,792 

固定負債 

長期借入金 19,658 28,713 

退職給付引当金 6,437 6,437 

その他 138,174 135,326 

固定負債合計 164,270 170,476 

負債合計 2,816,413 2,478,268 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,632,040 5,632,040 

資本剰余金 5,735,322 5,735,322 

利益剰余金 △7,174,371 △6,702,227 

株主資本合計 4,192,991 4,665,135 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,050 4,710 

為替換算調整勘定 289,407 317,238 

評価・換算差額等合計 284,357 321,948 

新株予約権 14,290 10,853 

少数株主持分 550,439 667,952 

純資産合計 5,042,078 5,665,889 

負債純資産合計 7,858,491 8,144,158 
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(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８月１日 
至 平成20年10月31日) 

売上高 1,573,521 

売上原価 1,105,941 

売上総利益 467,580 

販売費及び一般管理費 670,869 

営業損失（△） △203,289 

営業外収益 

受取利息 20,625 

その他 2,669 

営業外収益合計 23,294 

営業外費用 

為替差損 310,298 

その他 43,321 

営業外費用合計 353,619 

経常損失（△） △533,614 

特別利益 

過年度事業税等 60,008 

その他 663 

特別利益合計 60,671 

特別損失 

固定資産除却損 52,353 

その他 2,222 

特別損失合計 54,575 

税金等調整前四半期純損失（△） △527,518 

法人税等合計 21,181 

少数株主利益 △57,262 

四半期純損失（△） △491,437 
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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８月１日 
至 平成20年10月31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（△） △527,518 

減価償却費 52,248 

のれん償却額 48,147 

持分変動損益（△は益） △663 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,213 

受取利息及び受取配当金 △20,625 

支払利息 3,480 

固定資産除却損 52,353 

固定資産売却損益（△は益） 226 

売上債権の増減額（△は増加） 96,731 

未収収益の増減額（△は増加） △45,932 

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,210 

前渡金の増減額（△は増加） 21,332 

前払費用の増減額（△は増加） 31,425 

未収入金の増減額（△は増加） △964 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △960 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,694 

未払金の増減額（△は減少） △52,291 

前受金の増減額（△は減少） 25,609 

未払消費税等の増減額（△は減少） 210 

その他 24,164 

小計 △334,719 

利息及び配当金の受取額 2,444 

利息の支払額 △3,856 

法人税等の支払額 △3,821 

営業活動によるキャッシュ・フロー △339,952 

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 22,812 

有形固定資産の取得による支出 △23,686 

有形固定資産の売却による収入 1,497 

無形固定資産の取得による支出 △11,630 

貸付金の回収による収入 6,256 

敷金の差入による支出 △657 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,407 

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） 509,177 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,008 

少数株主への配当金の支払額 △27,832 

財務活動によるキャッシュ・フロー 477,335 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,020 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,954 

現金及び現金同等物の期首残高 4,099,666 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,160,620 
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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１四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日) 

 
(注) １．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な商品・製品・役務 
 

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は89,257千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります 

４．従来、事業の種類別セグメントの事業区分は、「HSIA事業」、「VOD事業」、「その他事業」の３区分とし

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「ITインフラ事業」、「ブロードバンド事業」、「トラベ

ル事業」の３区分に変更いたしました。 

  当社グループは、平成21年７月期を新たな成長に向けた一年と位置づけ、持株会社移行へ向けた組織再編を

実施いたします。また、今後の市場環境と事業の成長性を勘案し、当社グループ内における事業間シナジー

の 大化を図りつつ、より効率的な経営資源の活用を促進するために、事業ポートフォリオの見直しについ

ても積極的に推進してまいりました。 

  これらの結果、個別の事業及び連結子会社を新たな事業セグメントにより捉え直すことが妥当であると判断

し、当第１四半期連結会計期間より事業セグメントを変更いたしました。 

  なお、前第１四半期連結会計期間を変更後の事業区分によった場合の「事業の種類別セグメント情報」は以

下のとおりであります。 

 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 
IT 

インフラ事業 
(千円)

ブロードバン
ド事業 
(千円)

トラベル事業
(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

262,562 1,110,550 200,408 1,573,521 ― 1,573,521

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 262,562 1,110,550 200,408 1,573,521 ― 1,573,521
営業利益又は営業損失（△) 27,606 △95,404 △46,234 △114,032 （89,257） △203,289

ITインフラ事業 ・・・
シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業システム
基盤構築などのインフラソリューション事業。

ブロードバンド
事業

・・・ トリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）。ビジネスセンターサービス。

トラベル事業 ・・・ 旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業。

 
IT 

インフラ事業 
(千円)

ブロードバン
ド事業 
(千円)

トラベル事業
(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

28,108 1,223,534 6,398 1,258,041 ― 1,258,041

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 28,108 1,223,534 6,398 1,258,041 ― 1,258,041
営業損失（△） △6 △99,305 △15,609 △114,921 （62,929） △177,850

(株）エム・ピー・テクノロジーズ(3734)　平成21年7月期第1四半期決算短信

9



【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８月１日 至 平成20年10月31日) 

 
(注) １．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 
 

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は89,257千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります 

  

  

該当事項なし 

  

 
アジア 
(千円)

北米
(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

489,022 1,084,499 1,573,521 ― 1,573,521

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 489,022 1,084,499 1,573,521 ― 1,573,521
営業損失（△） △48,992 △65,039 △114,032 （89,257） △203,289

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港、マカオ

北米 ・・・ アメリカ、カナダ

(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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「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 8月 1日 

  至 平成19年10月31日) 

区分 金額(千円) 

  

Ⅰ 売上高 1,258,041

Ⅱ 売上原価 684,442

 売上総利益 573,598

Ⅲ 販売費及び一般管理費  751,449

 営業損失 177,850

Ⅳ 営業外収益 

 1.受取利息 4,783

 2.不動産収入 2,766

 3.その他 750 8,300

Ⅴ 営業外費用 

 1.支払利息 21,363

 2.為替差損 121,113

 3.持分法による投資損失 92,412

 4.その他 2 234,891

 経常損失 404,441

Ⅵ 特別利益 

 1.関係会社株式売却益 165,191 165,191

 税金等調整前四半期純損失 239,249

 
法人税、住民税及び 
事業税 

7,564

 法人税等調整額 △13,550 △5,986

 少数株主損益 △76,195

 四半期純損失 157,068
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（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 8月 1日 

 至 平成19年10月31日)

区  分 金  額(千円) 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
税金等調整前四半期純損失 △239,249

減価償却費 69,741

のれん償却額 42,296

貸倒引当金の増減額 16,675

退職給付引当金の増減額 △652

受取利息及び配当金 △4,783

支払利息 21,363

持分法による投資損益 92,412

関係会社株式売却益 △165,191

売上債権の増減額 119,492

未収収益の増減額 △73,852

たな卸資産の増減額 △73,810

前渡金の増減額 △681

未収入金の増減額 26,985

前払金等の増減額 △1,763

仕入債務の増減額 19,593

未払金の増減額 △35,978

前受金の増減額 110,554

未払消費税等の増減額 12,373

その他 △52,987

小  計 △117,463

利息及び配当金の受取額 4,783

利息の支払額 △17,592

法人税等の支払額 △5,871

営業活動によるキャッシュ・フロー △136,143
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 前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年 8月 1日 

 至 平成19年10月31日)

区  分 金  額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の売却による収入 707,450

有形固定資産の取得による支出 △66,912

無形固定資産の取得による支出 △12,331

貸付金の返済による収入 135,506

敷金の差入による支出 △1,666

その他 5,930

投資活動によるキャッシュ・フロー 767,977

Ⅲ 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 △1,882,417

長期借入金の返済による支出 △97,998

ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出 
△3,659

株式の発行による収入 100

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,983,975

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,503

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減

少額） △1,375,645

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,064,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期残高 688,444
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（3）セグメント情報 
a. 事業の種類別セグメント情報 
 第1四半期連結累計期間 (自 平成19年8月 1日 至 平成19年10月31日) 

 HSIA事業 VOD事業 計 消去又は全社 連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対する
売上高 

1,204,782 53,259 1,258,041 ― 1,258,041

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 1,204,782 53,259 1,258,041 ― 1,258,041

営業費用 1,302,429 70,532 1,372,962 62,929 1,435,892

営業損失 97,647 17,273 114,921 62,929 177,850

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA 事業・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステ

ム構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD 事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信

サービス事業。 

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は 96,149 千円であり、その主

なものは、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4.  営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA事業に59,842千円、VOD事業に107千円含まれて

おり、また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

 
b. 所在地別セグメント情報 
第1四半期連結累計期間 (自 平成19年8月 1日 至 平成19年10月31日) 

 アジア 北米 計 消去又は全社     連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対する売
上高 

81,368 1,176,673 1,258,041 ― 1,258,041

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 81,368 1,176,673 1,258,041 ― 1,258,041

営業費用 98,647 1,274,314 1,372,962 62,929 1,435,892

営業損失 17,279 97,641 114,921 62,929 177,850

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

  2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 
アジア ・・・中華人民共和国 
北米 ・・・アメリカ、カナダ 

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は96,149千円であり、その主

なものは当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに107千円、北米に59,842千円含まれており、

また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社

から持分法適用会社に移行したため、当第1四半期連結会計期間より除外しております。 
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c. 海外売上高別セグメント情報 
第1四半期連結累計期間 (自 平成19年8月 1日 至 平成19年10月31日) 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,352 1,176,673 1,178,026 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 1,258,041 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

0.1 93.5 93.6 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

アジア ・・・ 中華人民共和国 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

2．海外売上高は、当社及び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。 

3. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社

から持分法適用会社に移行したため、当第1四半期連結会計期間より除外しております。 
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