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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 7,724 20.9 360 △12.0 299 16.8 86 △69.5

20年3月期第3四半期 6,387 13.9 409 △29.9 256 △49.7 282 14.8

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3四半期 552.25 ―

20年3月期第3四半期 1,749.86 ―

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3四半期 12,525 5,001 31.9 26,248.04
20年3月期 11,624 4,970 34.5 25,521.05

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,997百万円 20年3月期  4,015百万円

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 ― 300.00 300.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 300.00 300.00

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 10,500 21.0 450 10.6 350 68.9 150 91.1 965.93

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  無  

(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、２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。 
 上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  186,368株 20年3月期  186,368株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  34,077株 20年3月期  29,039株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  155,799株 20年3月期第3四半期  161,317株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した金融資本市場の混乱が第
２四半期後半から拡大し、世界同時株安や為替の急激な変化、及び世界経済の急激な減退により、実態経
済が大きく影響を受け、景気後退が加速度的に深刻化してまいりました。 
このような状況下、当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高7,724百万円

（前年同期比20.9％増）、営業利益360百万円（前年同期比12.0％減）、経常利益299百万円（前年同期比
16.8％増）、四半期純利益86百万円（前年同期比69.5％減）となりました。 
事業セグメント別の業績については以下の通りです。 
出版事業におきましては、書籍販売が特に第１及び第３四半期会計期間において堅調に推移し、加えて

受託業務売上などが伸張したことから、売上高は2,852百万円（前年同期比9.6％増）となりました。営業
利益は、原価率等の影響もあり、350百万円（前年同期比0.9％増）とほぼ前年同期比並となりました。 
コーポレートサービス事業におきましては、前期からの継続した新規開拓営業の成果や外資系クライア

ントからの引合いが堅調だったことなどにより、売上高は890百万円（前年同期比13.2％増）となりまし
た。営業利益は、コストアップの影響で、85百万円（前年同期比5.6％減）となりました。 
ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、モバイル関連事業が引き続き好調に推移したこと及

び一昨年10月に当社連結子会社となった(株)イージーユーズや昨年９月に当社連結子会社となった(株）
モバイル・アフィリエイトの売上が寄与したことから、売上高は1,463百万円（前年同期比43.5％増）と
なりました。営業利益は、(株)イージーユーズが営業損失を計上したことなどから、△35百万円（前年同
期比75百万円減）となりました。 
インターネットカフェ事業におきましては、一昨年暮れ以降に新規出店した店舗売上が寄与し、売上高

は1,331百万円（前年同期比15.7％増）となりました。営業利益は、新規出店費用負担と一部新店の収益
化の遅れなどから、△11百万円（前年同期比71百万円減）となりました。 
教育・人材事業におきましては、(株)システム・テクノロジー・アイの法人向けサーバーソフトウェア

販売が大きく売上を伸ばしたこと、及び(株)SEプラスのメディア事業、育成型人材派遣事業などが好調に
推移したことにより、売上高は1,184百万円（前年同期比43.7％増）となりました。営業利益は、(株）シ
ステム・テクノロジー・アイにおける利益率の高い大型案件成約や当事業全体での継続的な経費削減取り
組みの成果により、153百万円（前年同期比195.2％増）となりました。 
その他の事業におきましては、売上高２百万円（前年同期比横這い）、営業利益４百万円（前年同期比

5.2％減）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）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。従いまして、
当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、
前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しております。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現預金510百万円増加、受取手形及び売掛金298百万円
増加を主因に、前連結会計年度末比900百万円増の12,525百万円となりました。負債については、有利子
負債505百万円増加、買掛金177百万円増加を主因に、前連結会計年度末比870百万円増の7,523百万円とな
りました。純資産については、少数株主持分47百万円増加、利益剰余金38百万円増加及び自己株式取得に
よる55百万円減少を主因に、前連結会計年度末比30百万円増の5,001百万円となりました。 
  

平成21年３月期の連結業績予想は、平成20年10月29日に公表しま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。 

該当事項はありません。 

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

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

(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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,413 2,902

受取手形及び売掛金 2,443 2,144

有価証券 64 120

商品 24 14

製品 977 981

原材料 0 1

仕掛品 267 243

その他 286 326

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 7,468 6,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,822 1,636

減価償却累計額 △414 △350

建物及び構築物（純額） 1,408 1,286

土地 1,089 1,089

その他 1,096 951

減価償却累計額 △786 △638

その他（純額） 310 313

有形固定資産合計 2,808 2,689

無形固定資産   

のれん 517 438

その他 378 336

無形固定資産合計 896 775

投資その他の資産   

投資有価証券 343 451

敷金及び保証金 614 563

その他 421 441

貸倒引当金 △28 △22

投資その他の資産合計 1,351 1,434

固定資産合計 5,056 4,899

資産合計 12,525 11,624
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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3月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 868 691

1年内償還予定の社債 1,123 1,013

短期借入金 963 731

未払法人税等 99 98

賞与引当金 39 74

役員賞与引当金 － 6

返品調整引当金 194 167

その他 714 518

流動負債合計 4,003 3,300

固定負債   

社債 2,314 2,417

長期借入金 959 693

退職給付引当金 174 164

役員退職慰労引当金 61 56

その他 11 21

固定負債合計 3,520 3,353

負債合計 7,523 6,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,938 1,938

利益剰余金 1,444 1,406

自己株式 △790 △735

株主資本合計 3,998 4,015

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △14

土地再評価差額金 14 14

評価・換算差額等合計 0 0

新株予約権 0 －

少数株主持分 1,003 955

純資産合計 5,001 4,970

負債純資産合計 12,525 11,624
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  (2)【四半期連結損益計算書】 
         【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,724

売上原価 5,527

売上総利益 2,197

返品調整引当金繰入額 27

差引売上総利益 2,170

販売費及び一般管理費 1,809

営業利益 360

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 0

負ののれん償却額 12

その他 17

営業外収益合計 34

営業外費用  

支払利息 57

投資有価証券売却損 0

持分法による投資損失 3

その他 34

営業外費用合計 95

経常利益 299

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 0

持分変動利益 0

受取補償金 28

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損 60

減損損失 9

店舗閉鎖損失 41

特別損失合計 115

税金等調整前四半期純利益 213

法人税、住民税及び事業税 122

法人税等調整額 8

法人税等合計 131

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 86
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         【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,246

売上原価 2,269

売上総利益 976

返品調整引当金繰入額 61

差引売上総利益 915

販売費及び一般管理費 656

営業利益 259

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 0

負ののれん償却額 4

その他 2

営業外収益合計 7

営業外費用  

支払利息 21

その他 12

営業外費用合計 33

経常利益 233

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 57

減損損失 2

特別損失合計 59

税金等調整前四半期純利益 174

法人税、住民税及び事業税 94

法人税等調整額 7

法人税等合計 102

少数株主利益 5

四半期純利益 66
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(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 各区分の主な事業内容 

 
３ 平成20年９月29日付で当社連結子会社となった(株)モバイル・アフィリエイトの事業は「ソフトウェア・ネ

ットワーク事業」セグメントに含めて記載しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

出版事業

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の 

事業

（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 2,852 890 1,463 1,331 1,184 2 7,724 ― 7,724

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 70 1 186 ― 54 12 326 (326) ―

計 2,923 892 1,650 1,331 1,239 15 8,051 (326) 7,724

営業利益 

又は営業損失（△）
350 85 △35 △11 153 4 547 (187) 360

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売

コーポレート 

サービス事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供 

 製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業Ｐ

Ｒ/ＩＲのサポートサービス

ソフトウェア・ 

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及

びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設

計・構築支援サービス、ネット広告販売

インターネット 

カフェ事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業

(5) 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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【前年同四半期に係わる財務諸表等】 

   前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
  

  

前第３四半期連結累計会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

 
(注)増減比較を可能とするため、当第３四半期連結累計期間の表示区分によった場合を表示しております。 

「参考」

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科  目

当四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 6,387

Ⅱ 売上原価 4,472

   売上総利益 1,914

   返品調整引当金戻入額 2

   差引売上総利益 1,916

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,507

   営業利益 409

Ⅳ 営業外収益 28

Ⅴ 営業外費用 181

   経常利益 256

Ⅵ 特別利益 294

Ⅶ 特別損失 137

   税金等調整前 

   四半期純利益
414

   税金費用 126

   少数株主利益 5

   四半期純利益 282

(2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

出版事業

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の 

事業

（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 2,603 786 1,019 1,151 824 2 6,387 ― 6,387

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 61 0 104 ― 39 12 218 (218) ―

計 2,664 786 1,124 1,151 863 14 6,605 (218) 6,387

営業利益 347 90 39 60 52 4 594 (185) 409
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