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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,042 △14.9 104 13.1 110 11.4 139 166.5
21年3月期第1四半期 1,224 ― 92 ― 99 ― 52 ―

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

22年3月期第1四半期 4,451.38 4,444.03
21年3月期第1四半期 1,670.49 1,655.07

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

22年3月期第1四半期 5,310 4,838 91.1 154,778.07
21年3月期 5,199 4,698 90.4 150,410.40

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,838百万円 21年3月期  4,698百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

第2四半期 
連結累計期間

1,900 △17.6 105 △10.4 110 △15.2 140 138.8 4,458.03

通期 3,840 △15.1 215 △14.2 235 △15.0 195 91.4 6,209.40



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） 

(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．平成21年４月28日に公表いたしました連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間及び通期について本資料において修正しております。 
なお、別途詳細は、本日公表の「平成22年３月期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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あたっての注意事項等に 
 ついては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 31,261株 21年3月期  31,241株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 31,250株 21年3月期第1四半期 31,241株



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

当第１四半期におけるわが国の経済は、世界経済の低迷を背景に、企業収益、雇用環境、個人消費等において大

きな影響を受け、依然、景気の先行きが不透明な状況でありました。 

　このような経済環境のもと、国内自動車市場は、新車及び中古車の販売が急激に減少した前年度を下回る状況で

推移し、また、広告市場は、ナショナルクライアントが属する自動車・関連品にかかわる広告出稿が、依然、大幅

に抑制される状況であり、厳しい環境が続いております。社団法人日本自動車販売協会連合会の発表によると、平

成21年度１月から６月までの登録車（排気量660cc超）の新車販売台数は累計で約130万台（前年比73.6％）となり、

また、全国軽自動車協会連合会の発表によると、軽自動車（排気量660cc以下）も、平成21年度１月から６月までの

販売台数は累計で約88万台（前年比87.0％）となり、大幅に減少した前年度をさらに下回る水準になりました。中

古車の登録台数も、平成21年度１月から６月までにおいて累計で約218万台（前年比96.1％）となり、大幅に減少し

た前年度をさらに下回る水準になりました(社団法人日本自動車販売協会連合会調べ)。また、中古車輸出市場も、

前年度において中古車輸出市場の約４割を占めていた対ロシア向けの輸出が、輸入中古車の関税引き上げにより急

激に減少し、その影響を受け、前年度までの輸出台数の増加傾向から一転して平成21年度１月から５月までの輸出

台数は累計で約23万台（前年比40.0％）となり、大幅に減少しました（日本中古車輸出業共同組合調べ）。

  他方、広告市場は、平成21年度も、国内における新車販売が引き続き低水準で推移していることから、当社グルー

プが事業の対象とする自動車・関連品における広告費は、大幅に減少した前年度をさらに下回る水準で推移してお

ります。

当社グループは、このように厳しさが増し続ける事業環境において、当第１四半期も、「クルマ」に特化した専

門性の高いインターネットメディア事業を展開し、自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」、ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（ＳＮＳ)「みんなのカーライフ」(通称　みんカラ)、世界的に中古車の流通を支援する

ウェブサイト「tradecarview.com」の３つのウェブサイトにおけるインターネットメディアとしての価値の向上、

当社グループが提供するインターネット広告サービスを利用する事業者の開拓及び事業者間のネットワークの構築

を中心に事業を進めてまいりました。

このような中、当第１四半期も引き続き、事業者の新規開拓を進めましたが、前連結会計年度以降、事業者を取

り巻く経営環境が急速に悪化したことから、新規獲得が伸び悩み、また、ナショナルクライアント等の既存事業者

における広告出稿が大幅に抑制される等から、売上高は伸び悩みましたが、営業費用を抑制することにより、利益

の確保に努めました。他方、平成21年６月度の「carview.co.jp」及び「みんカラ」並びに「tradecarview.com」の

月間総ページビュー数は約６億3785万ページビュー(前年同月比14.3％増)に達するなど、インターネットメディア

としては着実に成長し続けております。

これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高1,042,021千円（前年同四半期比14.9％減）、経常利益110,525千

円（前年同四半期比11.4％増）、四半期純利益139,105千円（前年同四半期比166.5％増）となりました。

事業の種類別の業績は、以下のとおりであります。なお、当第１四半期から事業の種類別セグメントを変更した

ため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半期分を変更後の区分に組み替えて行っております。
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（国内事業）

当第１四半期における国内事業は、主要サービスである「中古車査定仲介サービス」において、サービス利用者

獲得のためのモバイル広告の費用対効果を検証し、大幅に抑制した結果、モバイル広告経由の利用者数が前年同四

半期比で約29千人の大幅な減少がありながらも、モバイル広告経由以外の利用者数は増加傾向であったことから、

当第１四半期における利用者数の合計は約96千人（前年同四半期比14.1％減）になり、景気の低迷による既存事業

者の広告出稿の大幅な抑制等と相まって、売上高は大幅に減少しました。以上の結果、当第１四半期の国内事業の

業績は、売上高785,280千円（前年同四半期比19.1％減）、営業利益148,180千円（前年同四半期比21.9％減）とな

りました。

（海外事業）

当第１四半期における海外事業は、広告媒体である「tradecarview.com」の当第１四半期末現在の中古車物件数

は約116千台（前年同四半期末比41.5％増）、当第１四半期の問い合わせ数は約218千件（前年同四半期比7.0％増）

になる等、メディア価値はより一層高まったものの、主要サービスである「トレードカービュー車両掲載サービス

（旧　中古車掲載サービス(海外)）」やコンサルティングサービス等において、事業者の新規獲得が伸び悩み、売

上高は大幅に減少しました。以上の結果、当第１四半期の海外事業の業績は、売上高134,279千円（前年同四半期比

15.0％減）、営業利益36,642千円（前年同四半期比48.0％減）となりました。　

（広告事業）

当第１四半期における広告事業は、広告媒体である「carview.co.jp」のトップページ、ニュース等の主要なカテ

ゴリーのページビュー数は堅調に推移し、インターネットメディアとしての価値は向上したものの、自動車関連の

ナショナルクライアントの広告費が著しく抑制される厳しい状況において、「タイアップ企画型広告掲載サービス」

の企画内容の充実やイベント等と連動した広告掲載を展開する等、企画広告の品質と価値の向上に努め、広告主の

ニーズに幅広く対応していきましたが、売上高は大幅に減少しました。以上の結果、当第１四半期の広告事業の業

績は、売上高134,035千円（前年同四半期比22.0％減）、営業利益49,488千円（前年同四半期比26.5％減）となりま

した。　

（ＳＮＳ事業）

当第１四半期におけるＳＮＳ事業は、「クルマ」に関する専門性や地域性の高い消費者発信型メディアである「み

んカラ」の価値を向上させるとともに、「みんカラ」関連の広告サービスを提供することにより、新たにパーツ等

の自動車用品事業者の開拓を進め、売上高は堅調に推移しました。以上の結果、当第１四半期のＳＮＳ事業の業績

は、売上高70,967千円（前年同四半期比557.4％増）と大幅な増収になり、営業損失28,535千円（前年同四半期比

－）と営業損益は著しく改善されました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、122,192

千円増加し、4,206,762千円（前年同四半期比133,397千円増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその

要因は、次のとおりであります。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、131,109千円（前年同四半期比247,266千円増）となりました。これは、主に税

金等調整前四半期純利益110,525千円及び減価償却費23,912千円の計上によるものであります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は、9,044千円（前年同四半期比20,056千円減）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3,851千円、無形固定資産の取得による支出5,192千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は、440千円（前年同四半期比440千円増）となりました。これは、主に株式の発行

による収入440千円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の業績予想につきまして、米国発の世界的な金融危機の影響による景気の後退を受け、当社グルー

プが開拓を進めている事業者が属する自動車関連市場は、依然厳しい経営環境が続いております。このようなこと

から、当社グループでは慎重な計画を策定しておりましたが、当第１四半期の状況の進捗を勘案し、今回修正を行

うものであります。

　当第１四半期において、当社の主力サービスである「中古車査定仲介サービス」を中心とした当社サービスの利

用を促進するための広告宣伝活動の効果が計画を上回る結果となり、当第２四半期累計期間における売上高、営業

利益、経常利益ともに当初計画を上回る見込みとなりました。特に、営業利益、経常利益におきましては、広告費

用の費用対効果が効果的に推移し、売上原価を抑制できたことが大きく起因しております。また、当期純利益につ

いては、繰延税金資産の回収可能性について検討を行った結果、将来的な回収可能性が見込めると判断したものに

ついて繰延税金資産を計上したことにより、前回予想を大幅に上回る見込みであります。

　通期業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間業績予想の修正を反映し、修正いたしております。なお、

平成21年４月28日に公表した第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は、以下のとおりでありま

す。 

（第２四半期連結累計期間）　 (単位：百万円)

 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

　前回発表予想（Ａ） 1,740 0 5 0 －

　今回修正予想（Ｂ） 1,900 105 110 140 4,458
円

　
03
銭

　

　増減額（Ｂ-Ａ） 160 105 105 140 4,458
円

　
03
銭

　

　増減率（％） 9.2 － － － －

　前期第２四半期実績

　（平成21年３月期第２四半期）
2,305 117 129 58 1,876

円

　
33
銭

　

（通期）　 (単位：百万円)

 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

　前回発表予想（Ａ） 3,680 110 130 55 1,760
円

　
51
銭

　

　今回修正予想（Ｂ） 3,840 215 235 195 6,209
円

　
40
銭

　

　増減額（Ｂ-Ａ） 160 105 105 140 4,448
円

　
89
銭

　

　増減率（％） 4.3 95.5 80.8 254.5 252.7

　前期実績

　（平成21年３月期）
4,520 250 276 101 3,260

円

　
62
銭

　

　 (注)別途、平成22年３月期(連結・個別)業績予想の開示をしております。

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）

　該当事項はありません。

（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

　該当事項はありません。

 

（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

　該当事項はありません。
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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21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,206,762 4,084,569

売掛金 603,296 636,323

仕掛品 10,622 10,703

前払費用 66,122 71,406

繰延税金資産 103,963 62,385

その他 57,420 50,665

貸倒引当金 △118,540 △112,805

流動資産合計 4,929,647 4,803,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,375 29,492

工具、器具及び備品（純額） 77,750 84,193

有形固定資産合計 106,126 113,686

無形固定資産   

商標権 50,381 48,368

ソフトウエア 117,197 123,026

その他 2,726 5,947

無形固定資産合計 170,304 177,342

投資その他の資産   

繰延税金資産 11,903 12,640

差入保証金 92,675 92,675

投資その他の資産合計 104,579 105,316

固定資産合計 381,010 396,345

資産合計 5,310,657 5,199,594



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 178,849 210,745

未払金 72,650 77,572

未払費用 60,168 82,588

未払法人税等 13,966 3,714

未払消費税等 18,797 6,960

その他 127,708 119,041

流動負債合計 472,140 500,623

負債合計 472,140 500,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,566,450 1,566,230

資本剰余金 1,702,612 1,702,392

利益剰余金 1,569,454 1,430,349

株主資本合計 4,838,517 4,698,971

純資産合計 4,838,517 4,698,971

負債純資産合計 5,310,657 5,199,594



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,224,415 1,042,021

売上原価 570,909 487,806

売上総利益 653,506 554,215

販売費及び一般管理費 560,960 449,574

営業利益 92,545 104,640

営業外収益   

受取利息 5,149 3,872

その他 1,530 2,325

営業外収益合計 6,679 6,197

営業外費用   

為替差損 － 312

営業外費用合計 － 312

経常利益 99,225 110,525

税金等調整前四半期純利益 99,225 110,525

法人税、住民税及び事業税 10,924 12,259

法人税等調整額 36,113 △40,840

法人税等合計 47,037 △28,580

四半期純利益 52,187 139,105



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益 99,225 110,525

減価償却費 27,755 23,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,686 5,734

為替差損益（△は益） △518 312

受取利息及び受取配当金 △5,149 △3,872

売上債権の増減額（△は増加） 67,122 33,027

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,151 81

その他の資産の増減額（△は増加） 17,961 △867

仕入債務の増減額（△は減少） △43,648 △31,896

未払金の増減額（△は減少） 12,942 △5,193

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,843 11,836

その他の負債の増減額（△は減少） △38,606 △9,081

小計 124,776 134,520

利息及び配当金の受取額 5,874 3,268

法人税等の支払額 △246,807 △6,678

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,156 131,109

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 △24,618 △3,851

無形固定資産の取得による支出 △4,481 △5,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,100 △9,044

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 440

財務活動によるキャッシュ・フロー － 440

現金及び現金同等物に係る換算差額 518 △312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,738 122,192

現金及び現金同等物の期首残高 4,218,103 4,084,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,073,364 4,206,762



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 

インターネット
広告事業

コンサル
ティング
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

リスティ
ング広告
事業

（千円）

メディア
広告事業
（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,050,782 111,319 61,520 792 1,224,415 － 1,224,415

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 1,050,782 111,319 61,520 792 1,224,415 － 1,224,415

営業利益 195,720 67,148 19,352 791 283,012 △190,466 92,545

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

２．事業区分の内容

　　 (1) リスティング広告事業

　　　 主に中小規模の自動車関連自動車を対象とした、車両情報、郵便番号等のユーザー情報に基づい

て事業者情報や中古車等の物件情報を表示する検索連動型広告掲載サービス

　　 (2) メディア広告事業

　　　 主に自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス

　　 (3) コンサルティング事業

　　　 主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした、海外輸入

事業者のマーケティングサービスや、輸出手続等のコンサルティングサービス

　　 (4) その他の事業

　　 　　　(1)～(3)以外の事業

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
前第１四半期
連結累計期間
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額
190,466

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の費

用で便益の程度が直接把握できない費用

－ 1 －



当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
国内事業
（千円）

海外事業
（千円）

広告事業
（千円）

SNS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
785,280 115,729 71,558 69,453 1,042,021 － 1,042,021

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 18,550 62,476 1,514 82,540 △82,540 －

計 785,280 134,279 134,035 70,967 1,124,562 △82,540 1,042,021

営業利益又は

営業損失（△）
148,180 36,642 49,488 △28,535 205,776 △101,135 104,640

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、各事業を統括する組織体制を考慮した経営管理上採用している区分によっております。

２．事業区分の内容

　　 (1) 国内事業

　　　 「中古車査定仲介サービス」、「自動車保険仲介サービス」等、国内の自動車流通に関わる広告

掲載サービス及びそれらに付随して提供される「カービュー保証サービス」等に係る事業でありま

す。これらの広告掲載サービスは、主に車両情報や郵便番号等のユーザー情報に基づいて、広告掲

載をしている事業者情報等を表示するサービスであります。

　　 (2) 海外事業

　　　 「tradecarview.com」を広告媒体として提供される広告掲載サービス及び「tradecarview.com」を

利用した輸出手続等のコンサルティングサービス等に係る事業であります。なお、セグメント間の内

部振替高は、国内事業における広告掲載サービスに含まれて提供されている「トレードカービュー車

両掲載サービス」分であり、販売価格にて振り替えを行っております。

　　 (3) 広告事業

　　　 「carview.co.jp」を広告媒体として提供される広告掲載サービス等に係る事業であります。なお、

セグメント間の内部振替高は、国内事業において提供されている「中古車査定仲介サービス」の利用

者獲得のための広告掲載料であり、市場価格等を勘案した一般的な取引条件と同様に決定し、その価

格にて振り替えを行っております。

　　 (4) ＳＮＳ事業

　「みんカラ」を広告媒体として提供される広告掲載サービス等に係る事業であります。なお、セグ

メント間の内部振替高は、国内事業において提供されている「中古車査定仲介サービス」の利用者獲

得のための広告掲載料であり、市場価格等を勘案した一般的な取引条件と同様に決定し、その価格に

て振り替えを行っております。

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
当第１四半期
連結累計期間
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額
101,135

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の費

用で便益の程度が直接把握できない費用

－ 2 －



４．事業区分の変更

従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、提供される広告サービスの内容及び特性を考慮して

「リスティング広告事業」及び「メディア広告事業」、それらの広告サービスに付随して提供されるサービス

である「コンサルティング事業」及び「その他の事業」の４区分としており、「リスティング広告事業」にお

いて提供している「中古車査定仲介サービス」、「メディア広告事業」における「carview.co.jp」を広告媒体

とした広告掲載サービスを中核事業として展開してまいりました。

　しかしながら、従来、「リスティング広告事業」に属していた「tradecarview.com」を広告媒体とした広告

掲載サービス、「メディア広告事業」に属していた「みんカラ」を広告媒体とした広告掲載サービスが、それ

ぞれ、独立したひとつの事業として成長しつつあり、また、これら２つの事業を加えた４つの事業を新たな中

核事業として位置づけ、さらなる成長を目指すべく、平成21年４月１日に、自立的な業務執行体制を確立する

ことを目的に、各事業を統括する部門として、「国内事業部」、「海外事業部」、「広告事業部」、「ＳＮＳ

事業部」を設置する組織変更を行いました。

　この組織変更に伴い、事業の種類別セグメントの区分は、従来、「リスティング広告事業」の区分に属して

いた「国内事業」と「海外事業」を分割し、「メディア広告事業」の区分に属していた「広告事業」と「ＳＮ

Ｓ事業」を分割し、さらに、「コンサルティング事業」は「海外事業」に付随して行われていることから「海

外事業」に含め、「その他の事業」は「国内事業」に付随して行われていることから「国内事業」に含めるこ

とにより、新たに設置された事業部を集計単位の基礎とする経営管理上採用しているセグメントの区分に変更

しました。この経営管理上採用しているセグメントの区分への変更により、前連結会計年度まで消去又は全社

に含めていた配賦不能営業費用のうちマーケティング部及び技術部に係る費用の一部について、事業区分ごと

の把握が可能となり、さらに、各事業の状況をより適切に反映するために、上記「２．事業区分の内容」に記

載のとおり、当連結会計年度より新たに内部振替制度を採用しております。

なお、前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を当第１四半期連結累計期間の事業区分の

方法により区分した場合、以下のとおりになります。　

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
国内事業
（千円）

海外事業
（千円）

広告事業
（千円）

SNS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
970,930 142,165 101,221 10,097 1,224,415 － 1,224,415

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 15,850 70,581 696 87,127 △87,127 －

計 970,930 158,015 171,803 10,794 1,311,543 △87,127 1,224,415

営業利益又は

営業損失（△）
189,663 70,470 67,374 △115,534 211,973 △119,427 92,545

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。

－ 3 －
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