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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 3,746 ― 451 ― 447 ― 251 ―

20年9月期第2四半期 4,085 26.4 563 9.5 560 13.8 438 0.5

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9月期第2四半期 11,124.13 ―

20年9月期第2四半期 19,399.47 19,271.02

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9月期第2四半期 8,691 7,615 85.5 328,776.35
20年9月期 8,654 7,510 84.7 324,274.28

（参考） 自己資本  21年9月期第2四半期  7,430百万円 20年9月期  7,328百万円

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9月期 ― 5,000.00 ― 5,000.00 10,000.00
21年9月期 ― 5,000.00

21年9月期 
（予想）

― 5,000.00 10,000.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  有  
 

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 8,800 7.2 1,000 △5.5 800 △25.4 400 △40.4 17,699.12



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） 

※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おります業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ペー
ジ定性的情報・財務諸表等をご覧ください。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 23,800株 20年9月期 23,800株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期 1,200株 20年9月期 1,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 22,600株 20年9月期第2四半期 22,600株



当第２四半期連結累計期間（以下「当第２四半期」）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とし

た昨年来の世界的な金融市場の混乱や、米国をはじめとした海外経済の減速や円高基調の為替水準により、企業収益

が悪化してまいりました。これに伴い、企業における設備投資の減少や雇用情勢も厳しさを増しており、個人消費も

低迷するなど、景気の急速な悪化が続いており、厳しい状況となっています。 

一方、インターネット関連業界では、ブロードバンド化、モバイル化の進展により市場成長が続いております。PC

については、平成20年12月にはFTTH（光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス）やDSL（デジタル加入者

線）の契約数が3,010万回線となり（総務省調べ）、携帯電話では定額料金制の普及を背景に、高速データ通信が可

能な第３世代携帯電話の加入者数が平成21年３月には9,963万人となるなど（電気通信事業者協会調べ）堅調に増加

しております。 

また、インターネット広告の分野でも、インターネット広告全体の市場規模が平成20年には6,983億円（前年比

16.3％増、㈱電通「2008年日本の広告費」より）と成長を続けており、中でもモバイル広告は913億円（前年比

47.0％増、㈱電通「2008年日本の広告費」より）と、引き続き将来有望な市場でありますが、競争の激化やフィルタ

リング等のリスク要因、景気の影響などにより、先行き予断を許さない状況にあります。 

このような環境の中、当社グループにおける当第２四半期の事業の概況は、以下の結果となりました。 

  

「メディア広告事業」におきましては、既存のモバイル広告やローカル広告の分野で事業を推進しております。 

当第２四半期における、モバイルメディア広告での取扱メディア数は2,876媒体（第１四半期末比 6.9％増）、ク

ライアント社数につきましては2,089社（前期末比0.9％増）となりました。 

  

全国315タウンを数える地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」におきましては、各地域の有力企業など、地元

に根ざした方々と協同運営を行い、地元ユーザー様のご意見から、その地域ならではのコンテンツを立ち上げるな

ど、より一層地域の皆様にお役に立てる取組みを進めております。 

今後におきましても、既存事業分野では、引き続き新規クライアントや新規メディア媒体の開拓に努めるととも

に、粗利単価の増加を目指して新規商材、新規コンテンツの提供を行います。さらには、当社や親会社である株式会

社光通信が保有するユーザーやクライアントのネットワークを活用し、当社の強みが活かせる分野での新規事業を積

極的に展開してまいります。 

 以上の結果、当第２四半期におけるメディア広告事業の売上高は3,341百万円（前年同期比：8.8％減）、営業利

益は241百万円（前年同期比：39.1％減）となりました。 

  

新たな取組みと致しましては、平成21年２月には、美容室、ネイルサロン、リラクゼーション等、日本最大級のビ

ューティー予約・検索サイトを中心とした女性向けの総合ポータルサイトを展開する、「株式会社ビューティーホー

ルディングス」へ出資を行っております。 

また、平成21年４月には、当社と光通信、アリババ、ソフトバンクは、当社ならびに当社の親会社である光通信グ

ループの強みである営業力を活かし、「Alibaba JAPAN」の出店企業数拡大を目的とした合弁会社「アリ・マーケテ

ィング株式会社」を設立いたしました。合弁会社は「Alibaba JAPAN」の総括代理店と定められ、国内においてアリ

ババが提供するサービスの独占的な販売代理権を取得することとなります。 

アリババのインフラ基盤を活用することで、これまで言語やコスト面でハードルの高かった中小企業の海外市場へ

のビジネス機会を提供することにより、中小企業の商圏拡大および地域の活性化につなげてまいります。 

  

「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」を中心に、ホスティングサービスの提供を行って

おります。当事業では既存顧客への満足度向上に努めるとともに、強固で安定的な取引関係を目指すべく活動してお

ります。当第２四半期におきましては、引き続きオプションサービスの提供による顧客満足度の増大を図るととも

に、新たな付加価値を提供することで、顧客あたり単価の増加を目指してまいりました。 

以上の結果、当第２四半期におけるサーバー事業の売上高は282百万円（前年同期比：10.2％減）、営業利益は184

百万円（前年同期比：11.4％減）となりました。 

  

「ソリューション事業」では、主に通信コスト削減の提案など、携帯電話を活用した法人向けソリューションサー

ビスの提供を行っております。 

以上の結果、当第２四半期におけるソリューション事業の売上高は122百万円（前年同期比：14.2％増）、営業利

益は92百万円（前年同期比：43.4％増）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



以上の事業活動を行った結果、当第２四半期における当社グループの連結売上高は3,746百万円（前年同期比：

8.3％減）、営業利益451百万円（前年同期比：19.9％減）、経常利益447百万円（前年同期比：20.1％減）、第２四

半期純利益251百万円（前年同期比：42.7％減）となりました。 

  

今後におきましては、当社グループは、すべての取引先様、株主様、従業員から最も支持される「モバイルインタ

ーネット企業群」を目指し、上記３事業を引き続き強化するとともに、新規事業の展開を進めております。その一環

として、平成21年２月にはリラクゼーションサロン向け業務システムを提供する「サイエンスワークス」へ、３月に

は通信技術を応用した新しい健康管理サービス「ライフキャリア」を提供する「ソフトバンクリブラ」へ出資いたし

ました。さらに、５月にはオリコンとの合弁会社でモバイルリサーチ事業を展開する「ORIMO」の株式譲渡を受け、

連結子会社化することを決定致しました。次の四半期以降も引き続き、積極的に新規事業に挑戦してまいります。 

  

※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２四半期連結累計

期間の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、前年同期比較に関する情報は参考とし

て記載しております。 

   

  

 （資産、負債及び純資産の状況） 

総資産は、投資有価証券等の増加により前連結会計年度末比で36百万円増加し8,691百万円となりました。 

負債は、買掛金等の減少により前連結会計年度末比で68百万円減少し1,075百万円となりました。 

純資産は、新株予約権等の増加により前連結会計年度末比で104百万円増加し7,615百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、360百万円の収入（前年同期：499百万円の収入）となりました。これ

は主に、税金等調整前第２四半期純利益442百万円を計上したこと等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、729百万円の支出（前年同期：542百万円の支出）となりました。これ

は主に、投資有価証券取得による支出480百万円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、113百万円の支出（前年同期：113百万円の支出）となりました。これ

は配当の実施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

  前連結会計年度末 
当第２四半期連結会計

期間末 
増減 

 百万円 百万円 百万円 

総資産 8,654  8,691  36 

負債 1,143  1,075  △68 

純資産 7,510  7,615  104 

  前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

 百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 499  360 

投資活動によるキャッシュ・フロー △542  △729 

財務活動によるキャッシュ・フロー △113  △113 

現金及び現金同等物の期末残高 5,732  5,134 



  

当第２四半期連結会計期間の業績は、当社グループの主力事業であるメディア広告事業におきましては、売上高

は予想を上回って推移いたしました。また、当社では、すべての取引先様、株主様、従業員から最も支持される

「モバイルインターネット企業群」を目指し、積極的に合弁事業や新規投資を進めております。そのため、費用面

では先行的に人件費等が増加いたしましたが、売上高の上ぶれにより、営業利益はほぼ計画通り推移いたしまし

た。経常利益、当期純利益につきましては、主に持分法投資損益の上ぶれや、投資損失の見込金額や税金費用が見

積りより減少したことなどを理由として、経常利益は11.9％増の447百万円、当期純利益は67.3％増の251百万円と

なりました。 

  

通期の業績につきましては、引き続きメディア広告事業は堅調に推移するものと予想されておりますが、昨今の

景況感の悪化や、主力であるモバイル広告市場における競合の激化なども懸念されており、さらにはフィルタリン

グ等のリスク要因も想定されるなど、先行き予断を許さない状況にあります。 

一方では、中長期的に企業規模の拡大をすべく、新規事業への積極的な投資を進めております。その結果、人件

費をはじめとした販売管理費が先行的にコストとして増加することが見込まれるため、通期業績の予想を修正いた

します。 

  

なお、業績見直し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいており

ます。これらの業績見直し等に全般的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 

   

  

該当事項はありません。 

   

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

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に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動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。 

   

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

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）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 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

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。 

  この変更に伴う営業利益、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



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21年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,075,850 5,617,404

売掛金 594,608 601,272

繰延税金資産 174,342 218,616

その他 377,547 173,424

貸倒引当金 △5,179 △3,493

流動資産合計 6,217,170 6,607,224

固定資産   

有形固定資産 103,369 92,571

無形固定資産   

のれん 177,131 203,183

その他 95,039 87,563

無形固定資産合計 272,170 290,746

投資その他の資産   

投資有価証券 1,968,000 1,543,167

繰延税金資産 24,016 13,295

その他 123,601 126,098

貸倒引当金 △16,885 △18,500

投資その他の資産合計 2,098,731 1,664,062

固定資産合計 2,474,271 2,047,379

資産合計 8,691,441 8,654,603



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 463,022 595,720

未払金 257,795 177,024

未払法人税等 169,416 82,849

賞与引当金 32,125 49,541

ポイント引当金 12,127 10,829

その他 141,198 227,803

流動負債合計 1,075,684 1,143,769

負債合計 1,075,684 1,143,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,410,038 1,410,038

資本剰余金 1,316,890 1,316,890

利益剰余金 5,353,454 5,215,048

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,486,383 7,347,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56,037 △19,379

評価・換算差額等合計 △56,037 △19,379

新株予約権 113,415 93,079

少数株主持分 71,995 89,156

純資産合計 7,615,756 7,510,834

負債純資産合計 8,691,441 8,654,603



（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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,746,111

売上原価 2,355,491

売上総利益 1,390,620

販売費及び一般管理費 939,615

営業利益 451,004

営業外収益  

受取利息 5,471

負ののれん償却額 1,122

雑収入 4,159

営業外収益合計 10,753

営業外費用  

投資事業組合運用損 5,730

持分法による投資損失 7,229

雑損失 1,076

営業外費用合計 14,035

経常利益 447,721

特別利益  

賞与引当金戻入額 6,911

貸倒引当金戻入額 2,842

受取解約金 15,440

特別利益合計 25,194

特別損失  

固定資産除却損 26,492

投資有価証券評価損 999

その他 2,630

特別損失合計 30,123

税金等調整前四半期純利益 442,792

法人税、住民税及び事業税 164,274

法人税等調整額 44,273

法人税等合計 208,548

少数株主損失（△） △17,160

四半期純利益 251,405



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,896,733

売上原価 1,192,988

売上総利益 703,744

販売費及び一般管理費 452,041

営業利益 251,702

営業外収益  

受取利息 1,906

負ののれん償却額 561

雑収入 3,091

営業外収益合計 5,559

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,465

持分法による投資損失 4,286

雑損失 407

営業外費用合計 7,160

経常利益 250,101

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,675

特別利益合計 1,675

特別損失  

固定資産除却損 25,558

投資有価証券評価損 999

その他 2,630

特別損失合計 29,189

税金等調整前四半期純利益 222,587

法人税、住民税及び事業税 58,347

法人税等調整額 44,273

法人税等合計 102,621

少数株主損失（△） △10,474

四半期純利益 130,440



（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10月１日 
 至 平成21年３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 442,792

減価償却費 37,118

のれん償却額 26,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） 71

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,416

受取利息及び受取配当金 △6,071

投資事業組合運用損益（△は益） 5,730

持分法による投資損益（△は益） 7,229

固定資産除売却損益（△は益） 26,492

売上債権の増減額（△は増加） 5,615

仕入債務の増減額（△は減少） △132,698

その他 △94,236

小計 300,679

利息及び配当金の受取額 7,967

法人税等の支払額 △76,710

法人税等の還付額 128,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,200

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 △33,860

無形固定資産の取得による支出 △46,758

投資有価証券の取得による支出 △480,950

短期貸付けによる支出 △168,222

その他 178

投資活動によるキャッシュ・フロー △729,612

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △113,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △482,411

現金及び現金同等物の期首残高 5,617,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,134,992



 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２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）  

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー
事業 
（千円） 

ソリューショ
ン事業 
（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  3,341,589  282,431  122,091  3,746,111 － 3,746,111 

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

 計  3,341,589  282,431  122,091  3,746,111 －  3,746,111 

 営業利益  241,188  184,570  92,408  518,167 (67,162)  451,004 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    4,085,086  100.0

Ⅱ 売上原価       2,497,432  61.1

売上総利益       1,587,653  38.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,024,338  25.1

営業利益       563,314  13.8

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  442           

２．受取配当金  600           

３．負ののれん償却額  1,122           

４. その他       712  2,877  0.1

Ⅴ 営業外費用                

１．投資事業組合等損失  5,872           

２．その他  29  5,902  0.2

経常利益       560,289  13.7

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  3,065  3,065  0.1

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  13,603  13,603  0.3

税金等調整前中間純利益       549,751  13.5

法人税、住民税及び事業
税  71,256           

法人税等調整額  51,755  123,012  3.0

少数株主損失       11,688  0.2

中間純利益       438,427  10.7

        



  

（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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）

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  549,751

減価償却費   29,193

のれん償却額   26,051

貸倒引当金の増減額   2,609

賞与引当金の増減額   9,792

受取利息及び配当金  △1,042

投資有価証券売却損益 △3,065

投資事業組合等損益   5,872

固定資産除売却損益   13,603

売上債権の増減額   68,244

仕入債務の増減額  △32,878

その他   74,890

小計  743,023

利息及び配当金の受取額   1,042

法人税等の支払額  △244,752

営業活動によるキャッシュ・フロー  499,313

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  △13,027

無形固定資産の取得による支出  △2,968

投資有価証券の取得による支出  △329,869

投資有価証券の売却による収入   19,600

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出  

△485,009

子会社株式の売却による収入   268,420

その他   358

投資活動によるキャッシュ・フロー △542,495

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △113,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △156,181

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,888,711

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  5,732,529

    



前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

  

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー事業
（千円） 

その他
（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  3,663,557  314,610  106,918  4,085,086  －  4,085,086

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  3,663,557  314,610  106,918  4,085,086  －  4,085,086

営業利益  395,948  208,416  64,443  668,808 (105,494)  563,314

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕


	e-まちタウン株式会社（4747）平成21年９月期　第２四半期決算短信: e-まちタウン株式会社（4747）平成21年９月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -


