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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 70,435 ― 821 ― 1,060 ― 101 ―
20年3月期第3四半期 77,717 86.4 2,112 322.2 2,396 191.3 1,286 151.0

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 208.89 ―
20年3月期第3四半期 2,666.46 ―

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 46,439 18,487 37.2 35,529.10
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3四半期  17,280百万円 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 ― ― ― 315.00 315.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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、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、その他の特記事項 
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は、４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。 
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 ― 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 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3四半期 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3四半期 486,377株 20年3月期第3四半期 482,453株
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 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）のわが国並びに世界経済は、サブプライムロ

ーン問題に端を発する金融不安から連鎖的に拡大した景気後退が、秋以降、深刻さの度合いを日々増してきており、

百年に一度と言われる不況に突入したものと見られております。 

当社グループの属するパソコン業界におきましては、ネットブックと呼ばれるインターネット・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比で増加いたしま

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7.7％減となり、夏以降、急速かつ大幅に市場規模が減少へ転じており、個人

向けの 大の商戦期である年末商戦においても、例年ほどの盛り上がりが見られない結果となっております。 

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及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

及びフリーク株式会社、並びに株式会社マウスコンピューター及び株式会社iiyama）、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。さらに、市場環境

の急変に対応し、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施策を順次実行してまいり

ました。 

しかしながら、前年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大幅な減少の影響を補うこと

ができず、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は70,435百万円（前年同期比9.4％減）となりました。利益面に

おきましては、前述しました売上高の減少及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もあり、営業利益は821百万円（前年同期比61.1％

減）、経常利益は1,060百万円（同55.7％減）となりましたが、前年同期比での減少率は第２四半期連結累計期間と

比べて改善しております。また、国内株式市場の低迷等に伴う投資有価証券評価損や、事業整理損失引当金繰入額な

どを計上したことにより、四半期純利益は101百万円（前年同期比92.1％減）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及び「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの国内製

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、産業用モニタの事業譲渡などが挙げられます。     

「iiyama」ブランドの欧州販売部門においては、引き続き大型ワイドモデルの旺盛な需要を受けて好調に推移

し、前年同期以上の売上高を確保するとともに、営業利益は前期比で大幅に増加いたしました。 

「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、夏商戦以降の個人消

費の急速な停滞を受け、秋以降、店舗のリニューアル等により集客力の強化に努めましたが、売上高は前年同期比で

減少いたしました。その一方、粗利率を1パーセント以上改善したことに加え、販管費の大幅な削減に努めたことに

より、前年同期比では減少したものの、営業利益を確保しております。 

パソコン及び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、急激な円高ドル安の進行に伴う市場価格の低下などもあ

り、売上高は前年同期比で減少いたしました。また、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加え、貸倒引当金繰入率の変更を余儀なくされたことに

より、営業利益も前年同期比で減少いたしました。 

「iriver」「SIREN」ブランドのデジタルオーディオプレーヤー及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減少いたしました。また、売上高の減少に伴う過剰在庫

の圧縮に努めたものの、営業損失は103百万円となりました。 

「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、インターネット広告

市場の停滞もあり、未だ営業黒字を計上するには至っておりません。 

これらの結果、当事業における売上高は68,681百万円（前年同期比10.0％減）、営業利益は686百万円（前年同期

比65.1%減）となりました。 

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)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等のパソコン専門書の販売を

中心に、好調に推移いたしました。この結果、当事業における売上高は1,596百万円（前年同期比10.7%増）、営業利

益は189百万円（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営業利益を引き続き確保いたしましたが、株式市場

の低迷に加え、のれん償却額を計上した結果、当事業における売上高は162百万円、営業損失は64百万円となりまし

た。なお、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。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(1)日本 

当社グループにおける事業の大半を占める日本国内の業績は、前年まで比較的好調であった個人需要の大幅な減

少の影響等を受け、各事業ともに売上高は前年同期比で減少いたしました。また、売上高の減少及び平均販売価格の

低下に伴う売上総利益の減少に加え、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もあ

り、営業利益も前年同期比で減少いたしました。この結果、売上高は65,215百万円、営業利益は369百万円となりま

した。  

(2)欧州 

「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの欧州販売部門においては、引き続き大型ワイドモデルの旺盛な需

要を受けて好調に推移し、売上高・営業利益ともに前年同期比で増加いたしました。この結果、売上高は6,985百万

円、営業利益は454百万円となりました。 

  

※ 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）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

計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の四半期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。   

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は46,439百万円となり、前連結会計年度末比939百万円の減少となり

ました。これは主に、流動資産における外国為替証拠金取引事業での委託者に係る資産の減少があったことによる

ものです。  

負債合計は27,951百万円となり、前連結会計年度末比803百万円の減少となりました。これは主に、買掛金並びに

長期借入金の増加があったものの、税金の支払等による未払法人税等の減少並びに流動負債における外国為替証拠

金取引事業での委託者に係る負債の減少があったことによるものであります。 

純資産合計は18,487百万円となり、前連結会計年度末比136百万円の減少となりました。これは主に、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３四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430百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末は8,972百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四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241百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益716百万円、貸倒引当金の増加額256百万円、仕入債務の増加額920百万円及び法人税等の還

付額302百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額727百万円及び法人税等の支払額1,473百万円等の減少要

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３四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404百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出420百万円及び無形固定資産の取得による支出176百万円に対し、事業譲渡による収入

113百万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３四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は775百万円となりました。これは主に、短期

借入金の純増額950百万円及び長期借入れによる収入1,700百万円に対し、長期借入金の返済による支出1,557百万

円、社債の償還による支出160百万円及び配当金の支払額150百万円によるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、おおむね平成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予想どおりに推移しているため、現時点におきましては通期の業績

予想に変更はございません。なお、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び四半期純利益は、既に通期の予想に到

達しておりますが、通期の業績は年度末の為替水準等で変動する可能性がございますので、現時点では通期予想の変

更はいたしません。 

当社グループにおきましては、引き続き、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

減施策を順次実行するとともに、新製品・パーツ需要の取り込みに努め、国内外の景気悪化に伴うパソコン購買意欲

減退の影響を 小限に留めるべく営業努力を重ねてまいります。 

  

  

該当事項はありません。  

    

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．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 

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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益76,009千円

減少しております。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３四半期連結累計期間の営業利益は3,502千円減少、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益は3,514千円減少しております。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 9,482,849 8,612,632

受取手形及び売掛金 10,190,203 10,272,827

営業投資有価証券 151,682 166,692

商品及び製品 12,031,923 10,989,557

仕掛品 97,665 84,701

原材料及び貯蔵品 1,592,920 1,883,211

その他 2,564,104 4,349,342

貸倒引当金 △163,826 △121,140

流動資産合計 35,947,521 36,237,825

固定資産   

有形固定資産 2,307,576 2,111,733

無形固定資産   

のれん 5,430,923 5,718,483

その他 446,216 411,691

無形固定資産合計 5,877,139 6,130,175

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,552,880 2,940,815

貸倒引当金 △246,097 △41,911

投資その他の資産合計 2,306,783 2,898,903

固定資産合計 10,491,499 11,140,812

資産合計 46,439,021 47,378,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,697,782 6,615,078

短期借入金 11,449,696 11,433,389

引当金 775,125 778,137

その他 2,994,234 5,920,839

流動負債合計 22,916,839 24,747,445

固定負債   

社債 249,500 349,700

長期借入金 4,213,966 3,137,760

引当金 454,420 404,500

その他 117,008 115,525

固定負債合計 5,034,895 4,007,485

負債合計 27,951,734 28,754,930



（単位：千円）

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) 

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 4,360,430 4,386,887

自己株式 △359,209 △358,788

株主資本合計 17,316,814 17,343,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,821 △73,263

繰延ヘッジ損益 △10 △14,715

為替換算調整勘定 △24,586 174,269

評価・換算差額等合計 △36,418 86,290

新株予約権 16,000 16,000

少数株主持分 1,190,890 1,177,724

純資産合計 18,487,287 18,623,707

負債純資産合計 46,439,021 47,378,638



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 70,435,668

売上原価 58,677,709

売上総利益 11,757,959

販売費及び一般管理費 10,936,049

営業利益 821,910

営業外収益  

受取利息 35,164

受取配当金 977

負ののれん償却額 13,814

デリバティブ評価益 301,564

その他 159,066

営業外収益合計 510,586

営業外費用  

支払利息 130,045

持分法による投資損失 9,167

為替差損 62,995

その他 69,314

営業外費用合計 271,523

経常利益 1,060,973

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,730

賞与引当金戻入額 5,829

投資有価証券売却益 2,806

補助金収入 5,879

その他 1,198

特別利益合計 20,442

特別損失  

固定資産売却損 1,196

固定資産除却損 2,885

減損損失 22,766

投資有価証券評価損 110,685

事業整理損失引当金繰入額 70,547

その他 157,163

特別損失合計 365,245

税金等調整前四半期純利益 716,170

法人税、住民税及び事業税 482,722

法人税等調整額 96,970

法人税等合計 579,692

少数株主利益 34,879

四半期純利益 101,599



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 716,170

減価償却費 290,026

減損損失 22,766

のれん償却額 312,880

負ののれん償却額 △13,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） 256,120

賞与引当金の増減額（△は減少） △117,088

受取利息及び受取配当金 △36,141

支払利息 130,045

為替差損益（△は益） 23,656

持分法による投資損益（△は益） 62,298

投資有価証券売却損益（△は益） △2,806

投資有価証券評価損益（△は益） 110,685

デリバティブ評価損益（△は益） △301,564

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 57,272

売上債権の増減額（△は増加） △274,980

たな卸資産の増減額（△は増加） △727,540

仕入債務の増減額（△は減少） 920,826

未収入金の増減額（△は増加） △92,952

未払金の増減額（△は減少） △46,980

前受金の増減額（△は減少） △93,599

預り金の増減額（△は減少） 62,387

未払費用の増減額（△は減少） 73,160

その他 190,709

小計 1,521,539

利息及び配当金の受取額 36,496

利息の支払額 △145,571

法人税等の支払額 △1,473,529

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 241,528

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 △11,711

定期預金の払戻による収入 52,267

有形固定資産の取得による支出 △420,896

有形固定資産の売却による収入 1,973

無形固定資産の取得による支出 △176,164

差入保証金の差入による支出 △131,152

差入保証金の回収による収入 67,311

事業譲渡による収入 113,163

投資有価証券の取得による支出 △100,826

投資有価証券の売却による収入 271,008

子会社株式の取得による支出 △15,110

その他 △54,482

投資活動によるキャッシュ・フロー △404,619



（単位：千円）

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) 

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） 950,000

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,557,487

社債の償還による支出 △160,200

配当金の支払額 △150,103

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 775,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 △181,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 430,773

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 8,972,875



 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。 

  

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、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３四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は162,806千円

（うち外部顧客に対する売上高は162,806千円）減少し、営業利益は64,839千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、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３四半期連結累計期間の営業

利益はパソコン関連事業で76,009千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、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、従来の方法によった場合に比べ

て、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、パソコン事業で3,502千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 68,676,931  1,595,930  162,806  70,435,668 －  70,435,668

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 4,139  665 －  4,804  △4,804 － 

計  68,681,070  1,596,596  162,806  70,440,473  △4,804  70,435,668

営業利益又は営業損失

（△） 
 686,137  189,832  △64,839  811,131  10,779  821,910



  

 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．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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………オランダ、ポーランド 

３．会計処理の変更 

（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、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３四半期連結累計期間の

営業利益は、日本で76,009千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、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、従来の方法によった場合

に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、欧州で3,502千円減少しております。 

  

  

 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）  

 （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  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 

欧州 

（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  
 63,418,318  6,985,509  70,403,828  31,840  70,435,668

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 1,796,781  85  1,796,866  △1,796,866 － 

計  65,215,099  6,985,595  72,200,695  △1,765,026  70,435,668

 営業利益  369,611  454,018  823,629  △1,719  821,910

〔海外売上高〕 

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ  海外売上高（千円）  6,947,544  588,229  7,535,773

Ⅱ 連結売上高（千円）              70,435,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.9  0.8  10.7

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間

     （自 平成19年４月１日 
      至 平成19年12月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高 77,717,366

Ⅱ 売上原価 65,104,536

売上総利益 12,612,829

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,500,104

営業利益 2,112,725

Ⅳ 営業外収益 487,083

１．受取利息 38,315

２．受取配当金 80,745

３．負ののれん償却額 13,814

４．持分法による投資利益 8,878

５．為替差益 186,515

６．その他 158,814

Ⅴ 営業外費用 203,270

１．支払利息 146,366

２．支払手数料 14,218

３．その他 42,685

経常利益 2,396,538

Ⅵ 特別利益 86,984

１．固定資産売却益 1,498

２．貸倒引当金戻入益 21,342

３．立地助成金 34,321

４．保険解約益 18,486

５．その他 11,336

Ⅶ 特別損失 155,357

１．固定資産除却損 9,916

２．減損損失 1,827

３．投資有価証券評価損 42,904

４．過年度関税追徴税額 72,900

５．賃貸契約解約損 27,787

６．その他 20

税金等調整前第３四半期純利益 2,328,165

法人税、住民税及び事業税 1,008,832

法人税等調整額 △64,227

少数株主利益 97,121

前第３四半期純利益 1,286,439



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
第３四半期連結累計期間  

   （自 平成19年４月１日 
      至 平成19年12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   

税金等調整前第３四半期純利益  2,328,165

減価償却費  231,982

のれん償却額  256,724

負ののれん償却額  △13,814

受取利息及び受取配当金  △119,060

支払利息  146,366

持分法による投資利益  △8,878

固定資産売却益  △1,498

固定資産除却損  9,916

投資有価証券評価損  42,904

売上債権の減少額  580,774

たな卸資産の増加額  △2,372,649

営業投資有価証券の減少額  70,320

仕入債務の減少額  △561,585

未収入金の減少額  139,950

未払金の減少額  △88,310

未払消費税等の減少額  △299,520

前渡金の減少額  89,815

その他  244,482

小計  676,086

利息及び配当金の受取額  123,146

利息の支払額  △139,779

法人税等の支払額  △1,763,259

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,103,806



  

  
第３四半期連結累計期間 

  （自 平成19年４月１日 
     至 平成19年12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   

定期預金の払戻による収入  339,000

定期預金の預入による支出  △148,429

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得等による収入 

 1,619,471

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得等による支出 

 △225,245

投資有価証券の取得による支出  △598,233

投資有価証券の売却による収入  832,919

有形固定資産の取得による支出  △427,354

有形固定資産の売却による収入  3,016

無形固定資産の取得による支出  △38,547

長期前払費用の増加による支出  △51,200

その他  45,912

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,351,308

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額  350,000

長期借入れによる収入  200,000

長期借入金の返済による支出  △594,985

社債の発行による収入  500,000

社債の償還による支出  △330,100

自己株式の取得による支出  △357,933

その他  △4,307

財務活動によるキャッシュ・フロー  △237,326

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  49,223

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  59,399

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第３四半期末残高  9,433,512

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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第３四半期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、当第３四半期連結会計期間から当

外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 

  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 76,276,328  1,441,037  77,717,366 －  77,717,366

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 5,171  722  5,893  △5,893 － 

計  76,281,500  1,441,759  77,723,260  △5,893  77,717,366

営業費用  74,317,270  1,326,430  75,643,701  △39,060  75,604,641

営業利益  1,964,229  115,329  2,079,559  33,166  2,112,725

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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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