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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 38,850 △16.1 260 101.4 550 99.9 357 ―
21年3月期第2四半期 46,308 ― 129 ― 275 ― △398 ―

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2四半期 735.36 726.00
21年3月期第2四半期 △820.33 ―

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2四半期 36,764 14,579 37.4 28,270.53
21年3月期 40,270 14,059 32.9 27,271.24

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,768百万円 21年3月期  13,263百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 140.00 140.00

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 90,000 △4.7 1,300 14.3 1,300 △1.0 680 ― 1,398.10
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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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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2四半期 493,036株 21年3月期  492,386株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  6,013株 21年3月期  6,013株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 486,703株 21年3月期第2四半期 486,378株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国並びに世界経済は、主要各国において過去に例を見ない規模での財政

発動がおこなわれ、百年に一度と言われる未曾有の経済不況からの早期脱出が試みられた結果、景気の底打ち感は

見られ始めたものの、企業収益の落ち込みに伴う設備投資の抑制や、雇用・所得環境の改善の遅れに伴う個人消費

の低迷により、厳しい環境で推移しました。 

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低価格のミニノートパソコンが個

人向けに引き続き人気を集めたのを除いて、売上は全般的に低迷し、世界市場での総出荷台数は前年同四半期比で

減少いたしました。また、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前年同四

半期比7.6％減、出荷金額は同23.8％減となり、夏のボーナス商戦期以降も、政府のエコポイント制度により薄型テ

レビ等の家電製品が量販店等で堅調に販売を伸ばした一方で、雇用環境や所得環境の改善が見られない中、個人消

費がパソコンへ向かいにくい状況となったことに加え、次期OSであるWindows7発売前の買い控えの傾向が顕著とな

ったことなどにより、パソコン及び関連製品の売上は不振が続く結果となりました。市場の縮小と平均販売価格の

低下により、業界各社の経営環境はますます厳しい状況となっております。 

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、適切な収益の確保

を念頭に置いて事業を展開してまいりました。また、重複機能の強化・効率化及び販売体制の強化を目的として連

結子会社間の合併（株式会社マウスコンピューター及び株式会社iriver japan）をおこなったほか、不採算事業か

らの撤退（カフェスタ株式会社の株式会社ジークレストへの事業譲渡、及びＦＸトレード株式会社の株式会社ＩＦ

Ｇへの株式譲渡）をおこない、収益体質の強化を目的としたグループ事業の再編をおこないました。 

しかしながら、パソコン市場全般の低迷の影響を補うことができず、当第２四半期連結累計期間の売上高は

38,850百万円（前年同四半期比16.1％減）となりました。利益面におきましては、売上高が減少いたしました一

方、前年同四半期において発生したような主要取引先の経営破綻の影響を受けなかった結果、営業利益は260百万円

（前年同四半期比101.4％増）、経常利益は550百万円（同99.9％増）、四半期純利益は357百万円（前年同四半期は

四半期純損失398百万円）と、いずれも増益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、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、「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイ、及び

「iriver」ブランドによるデジタルオーディオプレーヤーの国内製造・販売部門においては、パソコンの出荷台数

は市場規模の縮小にも関わらず前年同四半期実績を上回ったものの、ネットブックの市場拡大等の影響による平均

販売価格の低下、企業収益の悪化に伴う法人需要の低迷等に、Windows7発売前の買い控えが加わったことにより、

売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

 「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、引き続き新モデル等の販売が好調に推

移し、出荷台数は前年同四半期実績を上回ったものの、主要部材である液晶パネルの大幅な価格低下に伴う平均販

売価格の低下、前年同四半期比での大幅な円高ユーロ安等により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少

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、パソコンの出荷台数

は市場規模の縮小にも関わらず前年同四半期実績を上回ったものの、売上高は前年同四半期比で減少いたしまし

た。一方、粗利率の改善と、販管費の抑制により、営業利益は前年同四半期比で増加いたしました。 

 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等パソコン基幹パーツの代理店販売・卸

売部門においては、国内パソコン市場全般の低迷、とりわけ自作パソコン市場の低迷の影響を受けたことにより、

売上高は前年同四半期比で減少いたしました。一方、前年同四半期において発生したような主要取引先の経営破綻

の影響を受けなかった結果、営業利益は前年同四半期比で増加いたしました。 

 これらの結果、当事業における売上高は37,953百万円（前年同四半期比16.3％減）、営業利益は140百万円（前年

同四半期は営業損失12百万円）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
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(2)メディア事業 

メディア事業部門においては、出版市場も引き続き縮小傾向にある中、コンピューター関連書籍を主力としな

がら、ビジネス書や理工書の売上拡大にも努めましたが、Windows7発売前という時期的な影響もあり、売上高・

営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

この結果、当事業における売上高は898百万円（前年同四半期比5.9％減）、営業利益は97百万円（同20.0％

減）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は36,764百万円となり、前連結会計年度末と比べて3,505百万円

の減少となりました。これは主に、子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除外による

総資産の減少並びに受取手形及び売掛金が2,066百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は22,185百万円となり、前連結会計年度末と比べて4,025百万円の減少となりました。これは主に、

子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除外による負債の減少及び借入金の返済により

借入金が1,804百万円純減したことによるものであります。 

純資産合計は14,579百万円となり、前連結会計年度末と比べて519百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益357百万円の計上によるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間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11,505百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて124百万円減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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1,101百万円（前年同四半期は548百万円の

獲得）となりました。これは主に、仕入債務の減少額1,047百万円及び法人税等の支払額459百万円の減少要因に

対し、税金等調整前四半期純利益427百万円、売上債権の減少額2,117百万円の増加要因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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は504百万円（前年同四半期は309百万円の使

用）となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出157百万円に対し、定期預金の払戻しによる収入

483百万円及び連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入189百万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） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は1,856百万円（前年同四半期は235百万円の

使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,200百万円に対し、短期借入金の純減額3,014百万円

及び長期借入金の返済による支出990百万円、社債の償還による支出50百万円等によるものであります。  

当第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました予想数値を修

正しておりますので、平成21年10月30日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

通期の連結業績予想につきましては、10月下旬より発売が開始されたWindows7搭載パソコン等の積極的な販売に

注力し、売上高及び営業利益の拡大に取り組む一方、為替相場の急激な円安へのシフトによる営業外費用発生の可

能性があることから、現時点におきましては平成21年５月14日に公表いたしました予想数値に変更はございませ

ん。  

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
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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、前連結会計年度以降の経営環境等、又は、一時差異の発生状況

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想やタックス・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。  

該当事項はありません。 

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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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９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 11,677,115 12,141,025

受取手形及び売掛金 6,557,632 8,623,754

営業投資有価証券 49,123 78,895

商品及び製品 8,201,164 9,301,073

仕掛品 147,372 66,970

原材料及び貯蔵品 1,618,733 1,152,181

その他 2,278,086 2,473,541

貸倒引当金 △102,023 △88,596

流動資産合計 30,427,204 33,748,845

固定資産   

有形固定資産 2,391,611 2,484,169

無形固定資産   

のれん 1,452,105 1,504,491

その他 418,050 390,233

無形固定資産合計 1,870,156 1,894,724

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,289,708 2,372,648

貸倒引当金 △213,810 △230,091

投資その他の資産合計 2,075,898 2,142,557

固定資産合計 6,337,666 6,521,452

資産合計 36,764,871 40,270,298

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,495,193 5,483,197

短期借入金 8,750,372 10,997,032

未払法人税等 142,557 378,878

製品保証引当金 347,845 374,601

その他の引当金 391,209 539,687

その他 2,029,689 2,609,148

流動負債合計 16,156,867 20,382,545

固定負債   

社債 － 249,500

長期借入金 5,110,312 4,667,950

退職給付引当金 402,083 382,952

その他の引当金 100,710 94,630

その他 415,337 433,128

固定負債合計 6,028,443 5,828,160

負債合計 22,185,311 26,210,705
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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９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,777,208 3,775,035

資本剰余金 8,263,612 9,540,558

利益剰余金 2,271,543 633,280

自己株式 △359,209 △359,209

株主資本合計 13,953,155 13,589,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,992 △40,791

繰延ヘッジ損益 △263 3,260

為替換算調整勘定 △197,486 △288,136

評価・換算差額等合計 △184,757 △325,667

新株予約権 18,967 16,000

少数株主持分 792,194 779,595

純資産合計 14,579,560 14,059,592

負債純資産合計 36,764,871 40,270,298
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 46,308,085 38,850,749

売上原価 38,805,798 32,281,568

売上総利益 7,502,286 6,569,181

販売費及び一般管理費 7,373,139 6,309,042

営業利益 129,147 260,138

営業外収益   

受取利息 27,958 31,089

受取配当金 977 －

負ののれん償却額 9,209 9,209

為替差益 － 246,101

投資有価証券売却益 7,080 －

デリバティブ評価益 314,884 －

その他 102,154 118,593

営業外収益合計 462,264 404,994

営業外費用   

支払利息 84,963 80,466

持分法による投資損失 6,429 －

為替差損 175,135 －

その他 49,528 34,219

営業外費用合計 316,057 114,686

経常利益 275,354 550,446

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,505 31,216

投資有価証券売却益 2,806 10,500

子会社株式売却益 － 15,796

償却債権取立益 － 16,058

その他 194 1,793

特別利益合計 9,505 75,364

特別損失   

固定資産売却損 1,133 9

減損損失 11,932 21,518

投資有価証券評価損 109,464 －

和解金 － 118,764

事業整理損失引当金繰入額 70,547 －

事業所移転費用引当金繰入額 － 31,097

その他 124,351 26,493

特別損失合計 317,429 197,882

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△32,569 427,928

法人税、住民税及び事業税 344,738 167,858

法人税等調整額 1,792 △125,754

法人税等合計 346,531 42,104

少数株主利益 19,889 27,921

四半期純利益又は四半期純損失（△） △398,990 357,902
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△32,569 427,928

減価償却費 187,533 157,106

減損損失 11,932 21,518

のれん償却額 208,178 54,099

負ののれん償却額 △9,209 △9,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 231,967 －

受取利息及び受取配当金 △28,935 △31,089

支払利息 84,963 80,466

持分法による投資損益（△は益） 59,560 －

投資有価証券売却損益（△は益） △9,886 △10,500

投資有価証券評価損益（△は益） 109,464 －

デリバティブ評価損益（△は益） △314,884 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 68,128 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,603,075 2,117,088

たな卸資産の増減額（△は増加） △708,810 605,686

仕入債務の増減額（△は減少） △78,447 △1,047,548

未収入金の増減額（△は増加） △88,360 －

未払金の増減額（△は減少） △97,850 －

前受金の増減額（△は減少） △24,809 －

預り金の増減額（△は減少） 135,134 －

その他 △13,160 △863,341

小計 1,293,013 1,502,204

利息及び配当金の受取額 28,922 31,065

利息の支払額 △90,322 △72,047

法人税等の支払額 △985,571 △459,220

法人税等の還付額 302,593 99,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 548,635 1,101,804

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 △7,811 △7,803

定期預金の払戻による収入 51,602 483,000

有形固定資産の取得による支出 △210,340 △64,889

有形固定資産の売却による収入 1,161 1,032

無形固定資産の取得による支出 △156,137 △52,663

差入保証金の差入による支出 △68,612 △157,466

差入保証金の回収による収入 37,222 98,182

投資有価証券の取得による支出 △39,926 －

投資有価証券の売却による収入 117,259 10,500

子会社株式の取得による支出 △15,110 △15,536

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 189,139

その他 △19,030 20,816

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,724 504,312
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） △50,000 △3,014,226

長期借入れによる収入 1,500,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,419,204 △990,298

社債の償還による支出 △110,100 △50,100

新株予約権の発行による収入 － 3,056

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 4,257

配当金の支払額 △149,592 △107

少数株主への配当金の支払額 △5,903 －

その他 △1,120 △9,161

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,920 △1,856,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,816 125,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,807 △124,713

現金及び現金同等物の期首残高 8,542,102 11,630,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,552,909 11,505,364
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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） 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき３区分としていましたが、

第１四半期連結会計期間において投資事業を営むＦＸトレード株式会社の全株式を売却したことに伴い、投資

事業の全セグメントに占める割合が低くなったため、投資事業をパソコン関連事業に含めることといたしまし

た。 

この結果、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は2,354千円減少

し、営業利益は39,978千円減少しております。  

２．各区分に属する主要な事業内容 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメント売上高の合計に占める割合が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。   

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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、ポーランド等 

(2) その他の地域……米国、中国等  

  

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 
 37,951,971 898,778 38,850,749 － 38,850,749

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,485 － 1,485  △1,485 －

計  37,953,457 898,778 38,852,235  △1,485 38,850,749

営業利益  140,203 97,293 237,496  22,641 260,138

(1) パソコン関連事業 ： パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売 

(2) メディア事業 ： パソコン関連専門書等の出版 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  欧州  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,452,769  259,938  4,712,708

Ⅱ 連結売上高（千円）       46,308,085

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.6  0.6 10.2

  欧州  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,259,601  303,153 3,562,754

Ⅱ 連結売上高（千円）      38,850,749

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  8.4  0.8 9.2
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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、当第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２四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は122,636千円

（うち外部顧客に対する売上高は122,636千円）減少し、営業利益は34,599千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パーツ・周辺機器の製造販売 

(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・手続き、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２四半期連結累計期間

の営業利益はパソコン関連事業で64,453千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・手続き、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２四半期連結累計期間の営業利益は、パソコン事業で4,007千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 
 45,230,835  954,613  122,636  46,308,085  －  46,308,085

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,477  597  －  4,075  △4,075  －

計  45,234,313  955,210  122,636  46,312,160  △4,075  46,308,085

営業利益又は営業損失

（△） 
 22,486  121,622  △34,599  109,509  19,637  129,147
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当社は、平成21年６月26日付で、資本準備金8,363,218千円のうち、1,279,119千円をその他資本剰余金に振

り替え、さらにその他資本剰余金から1,279,119千円を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填しております。 

また、平成21年５月14日開催の当社取締役会において、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取

締役及び従業員に対して、第５回新株予約権の発行を決議しております。当該新株予約権の権利行使により、

資本金が2,173千円、資本準備金が2,173千円それぞれ増加しております。 

その結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,777,208千円、資本剰余金が8,263,612千円、利

益剰余金が2,271,543千円となっております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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