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1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年4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7月期第3四半期 4,706 5.3 △521 ― △972 ― △1,632 ―
20年7月期第3四半期 4,470 △60.5 △810 ― △1,350 ― △85 ―

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3四半期 △30,196.97 ―
20年7月期第3四半期 △1,585.18 ―

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3四半期 3,533 3,253 88.5 57,879.04
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3四半期  3,129百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― 0.00 ―
21年7月期 

（予想）
0.00 0.00

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 5,300 △12.1 △610 ― △1,060 ― △1,730 ― △31,992.01
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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）  有  

(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.その他をご参照ください。 

(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.その他をご参照ください。 

(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.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.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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績数値等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
3.平成２１年７月期通期の連結業績予想につきましては、平成２１年３月２７日に公表いたしました業績予想から修正しております。詳細につきましては、平
成２１年６月１２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
Guest-Tek Interactive Entertainment 
Ltd. ）

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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 54,076株 20年7月期第3四半期 54,076株
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当第３四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世界規模の金融市場の混乱から、株価や為替相場等の著しい変動が企業業績に負の影響を及ぼし、さらに個人消費の低迷など、取り巻く環境は厳しさをましております。 このような状況の下、当第3四半期連結会計期間における当社グループは、１．不採算事業子会社の整理並びに組織再編による子会社の経営管理コストの削減 ２．本社移転などによる大規模な経費削減３．事業の拡大 ブロードバンド事業においてデジタルサイネージ事業への進出や、ITインフラ事業において新製品として、クラウド環境におけるWebコンテンツ保護ソリューション「WebShell」の導入などの施策を最優先項目として、取り組んでまいりました。引き続き、これらの施策の実施、継続することで、早期の黒字化を実現するグループ体制を構築してまいります。 また、現在の経営環境の変化にスピード感を持って対応するだけでなく、自ら市場に刺激と変化を与える攻めの経営を目指してまいります。 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高1,535百万円、営業損失131百万円、経常利益72百万円、四半期純損失418百万円となりました。 当第3四半期連結会計期間においては、経常利益を達成したものの、特別損益の発生により当期純損失となりました。早期に営業利益、当期純利益の黒字化を目指してまいります。   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。 また、前第３四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ます。   （ITインフラ事業） 情報漏洩対策、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投資の意欲は堅調に推移いたしました。中でも新型インフルエンザ対策やスペース削減のために大手企業で導入している自宅勤務制度などへのIT対応としてや、情報漏洩対策としての仮想化、シンクライアント化のソリューションは市場で急速に導入が拡大しております。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326百万円、営業利益は5百万円となりました。   （ブロードバンド事業） トリプルプレイサービス（HSIA、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。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、円高進行の影響により売上高が減少いたしました。しかし、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967百万円、営業損失は23百万円となりました。   （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。 これらの結果、トラベル事業の売上高は241百万円、営業損失は43百万円となりました。   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。   （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。 

・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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これらの結果、アジアにおける売上高は604百万円、営業損失は75百万円となりました。   （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、利益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930百万円、営業利益は14百万円となりました。     総資産については、前連結会計年度末に比べ、4,610百万円減少しました。これは主に連結子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.が連結の範囲から除外されたことにより、当該連結子会社の資産が、2,986百万円減少したことによるものであります。また、現金及び預金についても、1,648百万円減少しておりますが、次項の３（３）キャッシュ・フローの状況に記載の通りであります。 負債については、前連結会計年度末に比べ、2,197百万円減少しました。これは主に連結子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.が連結の範囲から除外されたことにより、当該連結子会社の負債が、1,907百万円減少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、2,412百万円減少しました。これは主に連結子会社Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.が連結の範囲から除外されたことにより、当該連結子会社の純資産が、818百万円減少したこと及び、当第3四半期連結累計期間の四半期純損失が1,632百万円となったことによるものであります。   平成21年７月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年３月27日に公表いたしました業績予想から修正しております。詳細につきましては、平成21年６月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。     平成21年2月2日付けで新設分割方式による会社分割を行い、新規設立した当社の100％子会社 「株式会社エム・ピー・テクノロジーズ」及び「株式会社エム・ピーBB」に,それぞれITインフラ事業、ブロードバンド事業を継承させ、当第3四半期連結会計期間から連結子会社といたしました。これに伴い、当社は持株会社体制に移行し、商号を「株式会社エム・ピー・ホールディングス」に変更しております。 また、当社は平成21年 4月9日付で、ブロードバンド事業に属していた連結子会社の Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.当社保有株式の一部を譲渡したため、同社の傘下にあった連結子会社５社も含め、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。これに伴い、同社の決算日が3月末日であるため、損益計算書につきましては、平成20年7月1日から平成21年3月31日までを連結しております。   当第３四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３四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。 

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
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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。   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、第３四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。     

  

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
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 平成21年2月2日付けで新設分割方式による会社分割を行い、新規設立した当社の100％子会社 「株式会社エム・ピー・テクノロジーズ」及び「株式会社エム・ピーBB」に、それぞれITインフラ事業、ブロードバンド事業を継承させ、当第3四半期連結会計期間から連結子会社といたしました。これに伴い、当社は持株会社体制に移行し、商号を「株式会社エム・ピー・ホールディングス」に変更しております。 当社は、平成21年4月9日付けで、Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.当社保有株式の一部を譲渡したため、同社の傘下にあった連結子会社５社を含め、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。なお、同社の決算日が3月末日であるため、損益計算書につきましては、平成20年7月1日から平成21年3月31日までを連結しております。 Macao MPT Technology Ltd.は、平成21年4月25日付けで解散したことにより、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。損益計算書につきましては、平成20年6月10日から平成21年4月25日までを連結しております。 第1四半期に新設したMPT Capital Ltd.は、平成21年4月30日付けで解散したことにより、当第3四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。損益計算書につきましては、平成20年10月24日から平成21年4月30日までを連結しております。
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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、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した。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最大化を図りつつ、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、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。  
      

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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。これに伴う当第３四半期連結累計期間における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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、当第剰余金は19,293千円増加し、経常損失、税金等調整前四半期純損失は2,597千円増加しております。 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 最終改正平成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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間より早期に適用し、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。 これに伴う当第３四半期連結累計会計期間における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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３四半期連結会計期間末
(平成21年４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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,572,508 4,221,478 

受取手形及び売掛金 332,905 755,534 

商品 78,649 233,432 

仕掛品 26,599 715,842 

未収入金 375,056 － 

その他 298,490 864,169 

貸倒引当金 △570,706 △187,732 

流動資産合計 3,113,504 6,602,724 

固定資産   

有形固定資産 159,753 595,587 

無形固定資産   

のれん － 547,470 

その他 3,416 124,927 

無形固定資産合計 3,416 672,398 

投資その他の資産 257,104 273,447 

固定資産合計 420,274 1,541,433 

資産合計 3,533,778 8,144,158 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,103 416,833 

短期借入金 － 500,000 

未払法人税等 2,698 37,107 

前受金 － 997,732 

その他 101,581 356,118 

流動負債合計 244,383 2,307,792 

固定負債   

長期借入金 － 28,713 

退職給付引当金 6,437 6,437 

その他 29,773 135,326 

固定負債合計 36,211 170,476 

負債合計 280,594 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 △8,208,422 △6,702,227 

株主資本合計 3,158,940 4,665,135 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 4,710 

為替換算調整勘定 △29,073 317,238 

評価・換算差額等合計 △29,073 321,948 

新株予約権 － 10,853 

少数株主持分 123,317 667,952 

純資産合計 3,253,184 5,665,889 

負債純資産合計 3,533,778 8,144,158 

7

株式会社エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成２１年７月期第３四半期決算短信



(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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 4,706,649

売上原価 3,406,213

売上総利益 1,300,435

販売費及び一般管理費 1,821,461

営業損失（△） △521,026

営業外収益  

受取利息 41,435

その他 8,408

営業外収益合計 49,843

営業外費用  

支払利息 9,384

為替差損 416,719

貸倒引当金繰入額 59,724

その他 15,512

営業外費用合計 501,341

経常損失（△） △972,523

特別利益  

過年度事業税等 60,008

未払役員退職金債務免除益 37,380

その他 691

特別利益合計 98,079

特別損失  

投資有価証券評価損 239,807

減損損失 45,692

のれん償却額 136,843

固定資産除却損 46,758

貸倒引当金繰入額 320,329

関係会社株式売却損 45,884

その他 31,710

特別損失合計 867,026

税金等調整前四半期純損失（△） △1,741,470

法人税等合計 △3,156

少数株主損失（△） △105,382

四半期純損失（△） △1,632,931

8

株式会社エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成２１年７月期第３四半期決算短信



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 1,535,296

売上原価 1,146,101

売上総利益 389,195

販売費及び一般管理費 521,001

営業損失（△） △131,806

営業外収益  

受取利息 6,816

為替差益 202,690

その他 1,694

営業外収益合計 211,202

営業外費用  

支払利息 5,466

その他 1,907

営業外費用合計 7,374

経常利益 72,021

特別利益  

未払役員退職金債務免除益 37,380

その他 △797

特別利益合計 36,582

特別損失  

投資有価証券評価損 115,073

貸倒引当金繰入額 320,329

減損損失 45,692

関係会社株式売却損 45,884

その他 23,609

特別損失合計 550,589

税金等調整前四半期純損失（△） △441,985

法人税等合計 △2,788

少数株主損失（△） △21,168

四半期純損失（△） △418,028
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４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（△） △1,741,470

減価償却費 209,140

のれん償却額 287,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） 399,535

受取利息及び受取配当金 △41,435

支払利息 9,384

為替差損益（△は益） 199,689

固定資産除却損 46,758

関係会社株式売却損益（△は益） 45,884

たな卸資産評価損 1,187

投資有価証券評価損益（△は益） 239,807

未払役員退職金債務免除益 △37,380

売上債権の増減額（△は増加） △96,047

未収収益の増減額（△は増加） 18,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,128

前渡金の増減額（△は増加） 81,536

前払費用の増減額（△は増加） 5,076

未収入金の増減額（△は増加） △338,903

破産更生債権等の増減額（△は増加） 934

仕入債務の増減額（△は減少） 66,735

未払金の増減額（△は減少） △49,855

前受金の増減額（△は減少） 14,788

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,328

その他 △93,641

小計 △854,152

利息及び配当金の受取額 23,254

利息の支払額 △9,097

法人税等の支払額 △2,604

営業活動によるキャッシュ・フロー △842,599

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 108,748

有形固定資産の取得による支出 △80,170

有形固定資産の売却による収入 2,079

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△44,030

貸付金の回収による収入 5,777

敷金の差入による支出 △16,850

敷金の回収による収入 5,022

その他 15,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,875

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） △500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 1,926

少数株主への配当金の支払額 △26,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △525,028

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,540,220

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 2,559,445
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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３四半期連結会計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 
    当第３四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30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  

  

(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 326,348 967,569 241,379 1,535,296 ― 1,535,296 (2) セグメント間の内部    売上高又は振替高 20,530 ― ― 20,530 (20,530） ―計 346,878 967,569 241,379 1,555,827 (20,530） 1,535,296営業利益又は営業損失（△) 5,374 △23,835 △43,364 △61,825 （69,980） △131,806  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 871,968 3,089,958 744,722 4,706,649 ― 4,706,649 (2) セグメント間の内部    売上高又は振替高 20,530 ― ― 20,530 （20,530） ―計 892,498 3,089,958 744,722 4,727,179 （20,530） 4,706,649営業利益又は営業損失（△) 42,351 △184,430 △122,850 △264,929 （256,096） △521,026IT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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３．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、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した。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最大化を図りつつ、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、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３四半期連結累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。    前第３四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日) 
     【所在地別セグメント情報】  当第３四半期連結計会計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 
    当第３四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30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。      

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 400,245 4,056,141 13,892 4,470,279 ― 4,470,279 (2) セグメント間の内部    売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―計 400,245 4,056,141 13,892 4,470,279 ― 4,470,279営業損失（△） △43,642 △522,423 △47,457 △613,523 （196,850） △810,373
  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 604,740 930,556 1,535,296 ― 1,535,296 (2) セグメント間の内部    売上高又は振替高 ― ― ― ― ―計 604,740 930,556 1,535,296 ― 1,535,296営業利益又は営業損失（△） △75,987 14,989 △60,998 （70,807） △131,806  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 1,723,040 2,983,608 4,706,649 ― 4,706,649 (2) セグメント間の内部    売上高又は振替高 ― ― ― ― ―計 1,723,040 2,983,608 4,706,649 ― 4,706,649営業損失（△） △157,289 △106,812 △264,102 （256,923） △521,026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
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【海外売上高】 当第３四半期連結会計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 
   当第３四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30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．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。   該当事項なし   

  アジア (千円) 北米 (千円) 計 (千円)Ⅰ 海外売上高（千円） 6,232 930,556 936,789Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 1,535,296Ⅲ 連結売上高に占める   海外売上高の割合(％) 0.4 60.6 61.0  アジア (千円) 北米 (千円) 計 (千円)Ⅰ 海外売上高（千円） 22,995 2,983,608 3,006,604Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 4,706,649Ⅲ 連結売上高に占める   海外売上高の割合(％) 0.5 63.4 63.9アジア ・・・ 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 

 

  前第3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年4月30日）区分 金額(千円)Ⅰ 売上高   4,470,279Ⅱ 売上原価   2,924,321売上総利益   1,545,957Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,356,331営業損失   810,373Ⅳ 営業外収益    １. 受取利息 30,903  ２. 賃貸収入 18,335  ３. その他 2,131 51,370Ⅴ 営業外費用    １. 支払利息 28,051  ２． 為替差損 344,997  ３. 持分法による投資損失 192,169  ４. その他 26,471 591,688経常損失   1,350,691Ⅵ 特別利益    １.  持分変動利益 7,232  ２.  関係会社株式売却益 1,127,534 1,134,766Ⅶ 特別損失    １. 前期損益修正損 20,484  ２. 貸倒引当金繰入 97,351 117,835税金等調整前四半期純損失   333,760法人税、住民税及び事業税 10,197  法人税等調整額 △23,959 △13,761少数株主損益   △234,494四半期純損失   85,504     
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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3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日  至 平成20年４月30日)区分 金額(千円)ⅠⅠⅠⅠ    営営営営業活動業活動業活動業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー  税金等調整前四半期純損失（△） △333,760減価償却費 194,699のれん償却額 299,566持分変動利益 △7,232貸倒引当金の増減額 82,900退職給付引当金の増減額 △652受取利息及び配当金 △30,903支払利息 28,051持分法による投資損益 192,169関係会社株式売却益 △1,127,534前期損益修正損失 20,484売上債権の増減額 △60,730未収収益の増減額 △302,506たな卸資産の増減額 △350,120前渡金の増減額 △106,356未収入金の増減額 162,224前払金等の増減額 6,066仕入債務の増減額 202,639未払金の増減額 16,800前受金の増減額 726,849未払消費税等の増減額 △4,239その他 △137,271小計 △528,856利息及び配当金の受取額 30,903利息の支払額 △21,878法人税等の支払額 △32,791営業活動によるキャッシュ・フロー △552,623
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  前第3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日  至 平成20年４月30日)区分 金額(千円)ⅡⅡⅡⅡ    投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー     定期預金の払戻による収入 652投資有価証券の取得による支出 △125,423関係会社株式の売却による収入 5,718,326関係会社株式の取得による支出 △19,000有形固定資産の取得による支出 △120,891無形固定資産の取得による支出 △43,306新規連結子会社の取得による収入 56,108貸付金の回収による収入 140,824敷金の差入による支出 △2,714その他 13,341投資活動によるキャッシュ・フロー 5,617,916ⅢⅢⅢⅢ    財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー  短期借入金の純増減額 △1,803,488長期借入による収入 39,525長期借入金の返済による支出 △628,348ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,134少数株主からの払込による収入 267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 △2,403,077ⅣⅣⅣⅣ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物にににに係係係係るるるる換算差額換算差額換算差額換算差額 △93,634ⅤⅤⅤⅤ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増増増増加額加額加額加額((((又又又又はははは減減減減少額少額少額少額)))) 2,568,580Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,064,090Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,632,670   
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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  前第3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30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197,403千円であり、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315,946千円、VOD事業に1,272千円含まれており、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 前第3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30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197,403千円であり、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1,272千円、北米に315,946千円含まれており、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関連会社に移行したため、当第３四半期連結会計期間より除外しております。   

  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 4,051,042 419,237 4,470,279 ― 4,470,279( (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―計 4,051,042 419,237 4,470,279 ― 4,470,279営業費用 4,634,439 449,364 5,083,803 196,850 5,280,653営業損失 583,396 30,127 613,523 196,850 810,373HSIA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。
  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 819,482 3,650,797 4,470,279 ― 4,470,279( (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ―計 819,482 3,650,797 4,470,279 ― 4,470,279営業費用 893,252 4,190,558 5,083,811 196,842 5,280,653営業損失 73,769 539,761 613,531 196,842 810,373アジア ・・ 日本、中華人民共和国、香港北米 ・・ アメリカ、カナダ
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c. 海外売上高 前第3四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30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．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関連会社に移行したため、当第３四半期連結会計期間より除外しております。   

  アジア 北米 計Ⅰ 海外売上高（千円） 295,417 3,650,797 3,946,214Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 4,470,279 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.6 81.7 88.3アジア ・・ 中華人民共和国、香港北米 ・・ アメリカ、カナダ
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