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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 3,569 ― 494 ― 607 ― 408 ―

20年12月期第2四半期 4,223 148.4 582 ― 541 ― 257 ―

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12月期第2四半期 4,572.17 ―

20年12月期第2四半期 2,747.40 ―

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12月期第2四半期 11,166 4,271 38.1 47,660.91
20年12月期 9,079 3,915 43.0 43,601.07

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  4,254百万円 20年12月期  3,900百万円

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12月期 ― 0.00 ― 670.00 670.00

21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 670.00 670.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 8,463 △5.7 1,084 △41.8 1,084 △31.1 542 △43.5 6,058.91
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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）  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 

 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。 

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12月期第2四半期 95,630株 20年12月期  95,630株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  6,368株 20年12月期  6,175株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 89,358株 20年12月期第2四半期 93,851株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来のサブプライムローン問題を背景とする

金融危機・経済危機による景気停滞局面の中で厳しい経済環境が続きました。米国および欧州では、経

済対策などにより景況感の改善が見られたものの、雇用環境が悪化し、個人消費も低調に推移しまし

た。 

 こうした中、当社グループの属する情報通信・ネットワーク市場は、昨今のブロードバンドの普及と

ワイヤレス製品の通信速度の向上などから個人向け製品についてはおおむね横ばいに推移しております

が、法人向け製品に関して、需要の減少による受注獲得競争が激化したことなどから、厳しい状況とな

りました。 

 他方、金融サービス業（外国為替証拠金取引）の市場は大きく伸長し、当社グループではアフィリエ

イトを中心とした広告と各種キャンペーンによる口座獲得施策などを積極的に展開し、口座数および証

拠金残高共に右肩上がりの成長となりました。 

以上の状況において、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,569,427千円となりました。連結経常

利益は607,642千円、連結四半期純利益は408,563千円となりました。  

  

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。 

① 情報通信・ネットワーク事業関連製品事業 

当事業部門におきましては、売上高は1,449,237千円となりました。 

② 金融サービス事業 

当事業部門におきましては、売上高は2,120,189千円となりました。 

  

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。 

日本 

日本における売上高（内部取引除く）は3,495,332千円となりました。 

アジアおよびその他地域(日本を除く) 

アジア地域における売上高（内部取引除く）は74,094千円となりました。 

  

  

＜資産＞  

 資産合計は前連結会計年度末比2,087,064千円増の11,166,104千円であります。個別科目ごとに見て

いきますと、現金及び預金は189,740千円増の1,439,833千円であります。売掛金は221,133千円減の

481,312千円であります。たな卸資産は前連結会計年度末比123,277千円減の405,213千円であります。

投資有価証券は105,261千円減の557,950千円となりました。 

 なお、第１四半期連結累計期間より株式会社MJにおいて差入証拠金と顧客分別金の表示を変更し、一

括して外国為替差入証拠金としております。この変更により外国為替差入証拠金(差入証拠金と顧客分

別金との合計額)は前連結会計年度末比1,147,815千円増の5,800,196千円となりました。 

＜負債＞ 

 負債合計は前連結会計年度末比1,731,613千円増の6,894,832千円であります。個別科目ごとに見てい

きますと、買掛金は105,437千円減の460,490千円であります。 

 なお、第１四半期連結累計期間より株式会社MJにおいて、預り証拠金の表示を変更し、外国為替受入

・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
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証拠金としております。この変更により外国為替受入証拠金(預り証拠金)は前連結会計年度末比

2,246,673千円増の5,609,197千円となりました。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、355,450千円増の4,271,272千円となりました。個別科目ごとに見ていきますと、利益

剰余金は348,628千円増の1,042,056千円となりました。これは四半期純利益408,563千円が影響してお

ります。 

  

平成21年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成21年2月27日に開示いたしました「平成20

年12月期決算短信」で発表した数値から変更しておりません。 

 当期における実際の業績につきましては、当社及び当社グループを取り巻く経済情勢、市場の動向、為

替レートの変動などの様々な要因により本資料発表日現在の見通しとは異なる可能性を多く含んでおりま

す。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

 なお、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法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税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等、かつ、一時差

異等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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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リース取引に関する会計基準等の適用 

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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号

平成19年３月30日改正）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 企業

会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係

る四半期連結財務諸表から適用することになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

③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

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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号)を第１四半期連結会計期間から適用し、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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

④表示方法の変更 

(四半期連結貸借対照表) 

前連結会計年度において、値洗いによって発生する支払差金を流動負債の「預り証拠金」と相殺表示

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、明瞭表示のため流動資産の「支払差金勘定」として

区分掲記し、「預り証拠金」(外国為替受入証拠金：下記参照)を総額で表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「預り証拠金」に含まれる「支払差金勘定」は、1,555,230千円でありま

す。  

  

前連結会計年度において、流動資産の「差入証拠金」と「顧客分別金」と、流動負債の「預り証拠

金」については、EDINETタクソノミの勘定科目に変更し、第１四半期連結会計期間から「差入証拠金」

と「顧客分別金」を「外国為替差入証拠金」、「預り証拠金」を「外国為替受入証拠金」と表示してお

ります。 
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,439,833 1,250,092

売掛金 481,312 702,446

たな卸資産 405,213 528,490

繰延税金資産 414,056 459,157

外国為替差入証拠金 5,800,196 －

差入証拠金 － 440,066

顧客分別金 － 4,212,314

支払差金勘定 1,093,833 －

その他 337,335 184,797

貸倒引当金 △18,265 △81,263

流動資産合計 9,953,515 7,696,102

固定資産   

有形固定資産   

建物 40,824 48,542

減価償却累計額 △14,215 △14,420

建物（純額） 26,608 34,122

車両運搬具 10,584 453

減価償却累計額 △2,791 △158

車両運搬具（純額） 7,792 294

工具、器具及び備品 556,100 538,613

減価償却累計額 △292,751 △202,927

工具、器具及び備品（純額） 263,349 335,685

有形固定資産合計 297,750 370,102

無形固定資産   

のれん 260 5,059

ソフトウエア 116,136 91,214

その他 2,346 2,448

無形固定資産合計 118,742 98,723

投資その他の資産   

投資有価証券 557,950 663,211

差入保証金 16,463 16,398

繰延税金資産 9,237 9,768

その他 222,961 227,864

貸倒引当金 △10,516 △3,131

投資その他の資産合計 796,096 914,111

固定資産合計 1,212,589 1,382,937

資産合計 11,166,104 9,079,039
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(単位：千円)

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 460,490 565,928

短期借入金 1,998 －

1年内償還予定の社債 － 15,000

未払法人税等 115,033 533,129

未払金 252,410 260,553

賞与引当金 5,932 9,203

返品調整引当金 8,305 6,843

預り証拠金 － 3,362,524

外国為替受入証拠金 5,609,197 －

オプション負債 47,802 167,475

その他 224,276 139,914

流動負債合計 6,725,445 5,060,572

固定負債   

繰延税金負債 38,416 24,146

劣後特約付借入金 78,500 78,500

関係会社整理損失引当金 15,466 －

その他 37,003 －

固定負債合計 169,386 102,646

負債合計 6,894,832 5,163,218

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,067,229 2,067,229

資本剰余金 1,567,423 1,567,423

利益剰余金 1,042,056 693,427

自己株式 △232,351 △227,874

株主資本合計 4,444,358 4,100,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △90,971 △109,598

繰延ヘッジ損益 △17,989 △6,757

為替換算調整勘定 △81,089 △83,516

評価・換算差額等合計 △190,049 △199,872

少数株主持分 16,964 15,487

純資産合計 4,271,272 3,915,821

負債純資産合計 11,166,104 9,079,039
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(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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,569,427

製品売上高 1,449,237

金融収益 2,120,189

売上原価 1,474,059

売上総利益 2,095,368

返品調整引当金繰入額 8,305

返品調整引当金戻入額 6,843

差引売上総利益 2,093,906

販売費及び一般管理費  

役員報酬 111,327

給料及び賞与 234,342

広告宣伝費 291,680

運賃 23,542

賞与引当金繰入額 12,366

業務委託費 85,049

研究開発費 2,030

その他 838,824

販売費及び一般管理費合計 1,599,163

営業利益 494,742

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,830

デリバティブ評価益 135,719

雑収入 3,485

営業外収益合計 141,034

営業外費用  

支払利息 2,239

為替差損 24,360

雑損失 1,534

営業外費用合計 28,134

経常利益 607,642

特別利益  

固定資産売却益 29,865

賞与引当金戻入額 2,714

貸倒引当金戻入額 2,577

特別利益合計 35,158
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失  

固定資産除却損 19,336

投資有価証券評価損 50,332

投資有価証券売却損 2,578

子会社整理損 5,100

関係会社整理損失引当金繰入額 15,466

たな卸資産評価損 1,365

前期損益修正損 6,835

特別損失合計 101,016

税金等調整前四半期純利益 541,784

法人税、住民税及び事業税 80,954

法人税等調整額 50,790

法人税等合計 131,744

少数株主利益 1,476

四半期純利益 408,563
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【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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,632,067

製品売上高 724,140

金融収益 907,926

売上原価 713,480

売上総利益 918,586

返品調整引当金繰入額 －

返品調整引当金戻入額 301

差引売上総利益 918,887

販売費及び一般管理費  

役員報酬 59,410

給料及び賞与 97,728

広告宣伝費 154,956

運賃 10,663

貸倒引当金繰入額 751

賞与引当金繰入額 △115

業務委託費 57,500

研究開発費 136

その他 373,323

販売費及び一般管理費合計 754,355

営業利益 164,531

営業外収益  

受取利息及び配当金 672

雑収入 2,189

営業外収益合計 2,861

営業外費用  

支払利息 1,234

為替差損 14,144

デリバティブ評価損 20,117

雑損失 1,033

営業外費用合計 36,530

経常利益 130,862

特別利益  

固定資産売却益 29,865

賞与引当金戻入額 2,714

特別利益合計 32,580
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失  

固定資産除却損 18,154

投資有価証券評価損 △30,262

投資有価証券売却損 2,578

子会社整理損 5,100

関係会社整理損失引当金繰入額 15,466

たな卸資産評価損 1,365

前期損益修正損 △3,995

特別損失合計 8,408

税金等調整前四半期純利益 155,035

法人税、住民税及び事業税 17,777

法人税等調整額 △56,003

法人税等合計 △38,226

少数株主利益 1,062

四半期純利益 192,198
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 541,784

減価償却費 110,874

のれん償却額 4,799

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,785

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,270

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,461

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 15,466

子会社整理損 5,100

投資有価証券売却損益（△は益） 2,578

投資有価証券評価損益（△は益） 50,332

有形固定資産売却損益（△は益） 134

有形固定資産除却損 18,154

無形固定資産売却損益（△は益） △30,000

無形固定資産除却損 1,182

前期損益修正損益（△は益） 6,835

デリバティブ評価損益（△は益） △135,719

受取利息及び受取配当金 △1,830

支払利息 2,239

為替差損益（△は益） △26,198

売上債権の増減額（△は増加） 250,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,099

仕入債務の増減額（△は減少） △131,392

未払金の増減額（△は減少） △10,534

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） △5,800,196

差入証拠金の増減額（△は増加） 440,066

顧客分別金の増減額（△は増加） 4,212,314

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 5,609,197

預り証拠金の増減額（△は減少） △3,362,524

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,093,833

その他 △51,791

小計 697,769

利息及び配当金の受取額 1,571

利息の支払額 △2,243

法人税等の支払額 △499,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,046
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △112

投資有価証券の売却による収入 105,472

有形固定資産の取得による支出 △45,094

有形固定資産の売却による収入 47

無形固定資産の取得による支出 △43,638

短期貸付金の増減額（△は増加） 90

敷金の差入による支出 △1,879

その他 4,664

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,550

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △15,000

短期借入金の純増減額（△は減少） 39,001

配当金の支払額 △49,558

自己株式の取得による支出 △4,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,034

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,628

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,404,720
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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。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメ

ラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、

携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守

サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

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(235,722千円)は、新会社から子会社へ販

売した工具器具備品の売上原価及び減価償却費であります。 

  

  当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメ

ラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、

携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守

サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

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(235,722千円)は、新会社から子会社へ販

売した工具器具備品の売上原価及び減価償却費であります。 

 

  

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(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

724,140 907,926 1,632,067 ― 1,632,067

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

249,265 ─ 249,265 (249,265) ―

計 973,405 907,926 1,881,332 (249,265) 1,632,067

営業利益又は営業損失(△) 29,637 148,437 178,075 (13,543) 164,531

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(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

1,449,237 2,120,189 3,569,427 ― 3,569,427

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

249,265 ─ 249,265 (249,265) ―

計 1,698,502 2,120,189 3,818,692 (249,265) 3,569,427

営業利益又は営業損失(△) △9,850 518,135 508,285 (13,543) 494,742
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人

件費であり、金額は27,477千円であります。 

  

  

   当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６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。 

    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人

件費であり、金額は57,154千円であります。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
(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

1,591,567 40,499 1,632,067 ― 1,632,067

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 22,794 22,794 (22,794) ―

計 1,591,567 63,294 1,654,861 (22,794) 1,632,067

営業利益又は営業損失(△) 199,531 △23,110 176,420 (11,888) 164,531

日本 
 (千円)

アジア
 (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

3,495,332 74,094 3,569,427 ─ 3,569,427

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 160,770 160,770 (160,770) ─

計 3,495,332 234,864 3,730,197 (160,770) 3,569,427

営業利益又は営業損失(△) 553,504 △38,976 514,528 (19,786) 494,742
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、インド、 

                  マレーシア 

  その他………………イギリス、ポーランド、アメリカ 

  

   当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６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。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、インド、 

                  マレーシア 

  その他………………イギリス、イタリア、ポーランド、アメリカ 

  
  

該当事項はありません。 

３ 海外売上高

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 84,217 5,787 90,005

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,632,067

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.2 0.4 5.5

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 146,540 11,127 157,667

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,569,427

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

4.1 0.3 4.4

(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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 中間連結損益計算書 

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 製品売上高 2,392,624

 ２ 外国為替取引損益 1,831,015 4,223,639 100.0

Ⅱ 売上原価 1,908,840 45.2

   売上総利益 2,314,799 54.8

   返品調整引当金 
   繰入額

7,881 0.2

   返品調整引当金 
   戻入額

△34,753 △0.8

   差引売上総利益 2,341,671 55.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬及び 
   従業員給与・賞与

399,237

 ２ 広告宣伝費 352,378

 ３ 運賃 75,667

 ４ 貸倒引当金繰入額 10,736

 ５ 賞与引当金繰入額 25,723

 ６ 研究開発費 13,075

 ７ 業務委託費 161,689

 ８ その他 720,772 1,759,282 41.6

   営業利益又は 
      営業損失(△)

582,388 13.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息配当金 13,214

 ２ 投資有価証券売却益 ─

 ３ 為替差益 21,949

 ４ オプション評価益 ─

  ５ 損害賠償金 42,473

 ６ 雑収入 10,669 88,305 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,042

 ２ オプション評価損 115,459

 ３ 雑損失 10,749 129,251 3.1

   経常利益又は 
      経常損失(△)

541,443 12.8
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前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益   ─

 ２ 貸倒引当金戻入益  ─

 ３ 投資有価証券売却益 4,574

  ４ 投資有価証券償還益 ─

 ５ 投資有価証券評価益 ─

 ６ 前期損益修正益 10,553

 ７ 前期事業 
   再構築損修正益

─ 15,127 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 有形固定資産 
   除売却損

─

  ２ 無形固定資産除却損 3,250

 ３ 投資有価証券評価損 27,141

 ４ 製品廃棄損 ─

 ５ たな卸評価損 26,733

 ６ 違約金 ─

 ７ のれん償却額 5,615

 ８ 前期損益修正損 447 63,187 1.5

   税金等調整前中間 
   純利益又は 
      税金等調整前中間 
      (当期)純損失(△)

493,383 11.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

51,274

   法人税等調整額 △9,744 41,530 1.0

   少数株主利益又は 
      少数株主損失(△)

194,007 4.6

   中間純利益 
      又は中間(当期) 
      純損失(△)

257,845 6.1
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

当社グループは、前連結会計年度

まで５期連続して営業損失及び4期

連続して営業キャッシュ・フローが

マイナスの状態にあります。こうし

た状況から当社グループには継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 この状況に対し、当社グループは

営業損益の黒字化及び営業キャッシ

ュ・フローのプラス化への対処を行

っており、当中間連結会計期間では

この双方とも達成する事が出来まし

た。 

 その概要は次のとおりでありま

す。

１．第15期連結会計年度の取り組み
について

当社グループは平成19年12月28日

に取締役会を開催し、「第15期短期

予算案」を承認可決いたしました。

ここでは、当社グループが高い利益

率の確保できる優位な事業に経営資

源を集中し、売上もさらに伸張し、

営業損益の黒字化を図るべく計画し

ました。 

 さらに平成19年7月19日に子会社

化した外国為替証拠金取引業を営む

株式会社MJ及び平成19年12月17日に

株式会社トリスター、インプロー

ブ・ネットワークス株式会社の３社

による合併を行い重複するノウハ

ウ・機能・顧客を整理し、各社のリ

ソースを共有して経営資源として活

用している株式会社アメリカンメガ

トレンドの利益貢献により、営業損

益の黒字化を図りました。 

 これらの施策により、当中間連結

会計期間におきましては、前述の予

算案に対し順調に推移し、前期連結

中間会計年度と比較して営業損益は

913,051千円大幅に改善し582,388千

円となりました。 

 また、営業キャッシュ・フローは

中間連結会計期間比419,331千円改

善し338,604千円となりました。
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