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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 1,520 △37.2 △34 ― △32 ― △40 ―

21年3月期第2四半期 2,421 ― 89 ― 93 ― 7 ―

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 △1,908.43 ―

21年3月期第2四半期 330.18 325.32

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 1,963 1,209 61.6 56,367.00
21年3月期 2,295 1,256 54.8 58,658.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,209百万円 21年3月期  1,256百万円

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 ― 350.00 350.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 350.00 350.00

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 3,400 △28.7 150 △38.0 143 △43.5 60 △36.2 2,713.21
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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  

（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 

 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。業績予想のご利用にあたっての注意事項については、６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ください。 

新規 1社 （社名 スターティアラボ株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 22,114株 21年3月期  22,114株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  654株 21年3月期  686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 21,444株 21年3月期第2四半期 21,797株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部の景気動向調査では景気の底打ちが伝え

られたものの、引続き国内の景況感の冷え込み等の影響を受け、設備投資の減少や雇用情勢の悪化

等、景気の本格的な回復に向けた動きには力強さを欠いております。 

当社グループを取巻く環境の一つでもある情報通信関連業界におきましても、企業の設備投資の抑

制や投資を先送りする傾向が続いているだけでなく、特に中堅・中小企業市場においては、引続きリ

ース与信審査の厳格化により厳しい経営環境が継続しております。 

このような経営環境のもと、当社グループにおいては、前連結会計年度からの事業再編の一環とし

て、平成21年７月31日付けでオフィス関連事業におけるファシリティ事業部門のデザイン力強化を目

的として、ファシリティ事業を営む株式会社ＭＡＣオフィス（持分法適用関連会社）へ同事業部門を

簡易吸収分割の方法により分割し、承継いたしました。 

また、特に当連結会計年度より、目先の利益だけに囚われない中長期に渡る継続的な利益基盤構築

に向けて、事業ポートフォリオにおけるサービス提供を通じて継続的な収入が得られるストック型ビ

ジネスへ大きくシフトしております。 

  

その結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高750,601千円(前第２四半期連結会計

期間比較531,704千円の減少)、営業利益35,325千円(前第２四半期連結会計期間比較54,965千円の減

少)、四半期純利益19,223千円(前第２四半期連結会計期間比較5,489千円の増加)となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高1,520,106千円、営業利益△34,477千

円、四半期純利益△40,925千円となりました。 

なお、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。 

  

(ソリューション関連事業) 

当第２四半期連結会計期間におけるソリューション関連事業は、以下の通りであります。 

ネットワーク関連機器に関しましては、企業の設備投資意欲の鈍化が続いており、企業のネットワ

ーク構築、サーバ販売等のネットワークインテグレーション案件の売上減少により、収益が低迷いた

しました。しかしながら当連結会計年度注力事項であるストックサービスのネットワーク機器レンタ

ルサービス「マネージドゲート」の稼働台数は、前第２四半期連結会計期間比較で約2.4倍に増加い

たしました。 

ホスティングサービスに関しましては、ITアウトソーシングサービスのニーズが堅調に高まる市場

を受けて、柔軟なサービス提供と新規顧客開拓を強化した結果、専用サーバサービスが堅調に推移す

るとともに、2008年２月にリリースしサービスを開始したSaaS型インターネットファイルサーバー

「セキュアSamba」も好調に顧客数を伸ばしました。 

その結果、ソリューション関連事業の当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高236,703

千円(前第２四半期連結会計期間比較59,028千円の減少)、営業利益△2,780千円(前第２四半期連結会

計期間比較22,697千円の減少)となりました。 

また、同事業の当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高494,595千円、営業利益△

16,954千円となりました。 

・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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(オフィス関連事業) 

当第２四半期連結会計期間におけるオフィス関連事業は、以下の通りであります。 

ビジネスフォンに関しましては、経済産業省からの特定商取引法改正通知の影響や、特に中堅・中

小企業向けのビジネスフォン市場においては、現段階においてもリース与信審査の厳格化が継続して

おります。特に首都圏については、過去のビジネスフォンのリプレース及び他部門の顧客に対する重

ね売り強化を実施すると共に、引続き技術部門の作業の効率化・外注工事の内製化を図っておりま

す。 前第２四半期連結会計期間比較では、販売件数は増加しましたが、特に首都圏での中、大型案

件の受注が少なく1件単価が減少いたしました。それを受けビジネスフォンの売上高実績は、前第２

四半期連結会計期間比較では、81.0%で推移いたしました。 

複合機及びカウンターサービスに関しましては、引続き首都圏以外の大阪・福岡における自社メン

テナンス開始のための先行投資として人員の増員による先行投資がありましたが、売上は堅調に推移

し、前第２四半期連結会計期間比較では売上高は104.0%、また売上総利益率が4.9%増加したことによ

り売上総利益としては114.2%となりました。 

その結果、オフィス関連事業の当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高334,293千円(前

第２四半期連結会計期間比較243,396千円の減少)、営業利益30,462千円(前第２四半期連結会計期間

比較19,225千円の減少)となりました。 

また、同事業の当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高698,412千円、営業利益△6,821

千円となりました。 

  

(回線サービス関連事業) 

当第２四半期連結会計期間における回線サービス関連事業は、以下の通りであります。 

ソフトバンクテレコム株式会社が提供する電話サービスである、おとくラインの受付案内、登録作

業、現地調査等の加入に必要な手続きをソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社に代わって行う

回線接続受付に関しましては、当第２四半期連結会計期間において代理店販売が減少したことによ

り、前第２四半期連結会計期間比較では売上高は85.9％となりましたが、直販受注が堅調に推移し、

またこれまで積上げてきた顧客の総通話料金に比例して計上されるストック収益も堅調に伸びたこと

により売上総利益は104.7％となり堅調に推移しました。 

その結果、回線サービス関連事業の当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高90,397千円

(前第２四半期連結会計期間比較21,753千円の減少)、営業利益6,536千円(前第２四半期連結会計期間

比較4,163千円の増加)となりました。 

また、同事業の当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高161,351千円、営業利益△9,212

千円となりました。 
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(インターネットメディアコンテンツ関連事業) 

当第２四半期連結会計期間におけるインターネットメディアコンテンツ関連事業は、以下の通りで

あります。 

「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」や「Digit@Link CMS（デジタリンクシ

ーエムエス）」を始めとしたWebアプリケーションの企画、開発、販売に留まらず、Web製作やアクセ

スアップコンサルティング、システムの受託開発・カスタマイズといった顧客の売上増大や業務効率

アップを目的としたWebアプリケーションに関するトータルソリューションをこれまで首都圏だけで

展開しておりましたが、前連結会計年度より当社の大阪支社、福岡支店にも直営営業部門を配置する

とともに、「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」の新規代理店開発を行いまし

た。中長期拡販に向けた大口新規代理店の獲得はできているものの当第２四半期連結会計期間では稼

動が少なく、大阪・福岡の地方拠点においては新人の成長が見受けられましたが、全体として低調に

推移いたしました。 

その結果、インターネットメディアコンテンツ関連事業の当第２四半期連結会計期間における業績

は、売上高89,208千円(前第２四半期連結会計期間比較1,314千円の増加)、営業利益17,746千円(前第

２四半期連結会計期間比較2,875千円の増加)となりました。 

また、同事業の当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高165,747千円、営業利益16,469

千円となりました。 

  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

(イ)資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,963,814千円となり、前連結会計年度末と比較し

て331,691千円減少いたしました。その主な内容は、投資その他の資産が31,298千円増加したもの

の、現金及び預金の減少119,045千円、売掛金の減少123,311千円、無形固定資産の減少20,325千円が

あったことによるものであります。 

  

(ロ)負債 

負債の部は754,178千円となり、前連結会計年度末と比較して284,397千円減少いたしました。その

主な内容は、買掛金の減少94,350千円、未払法人税等の減少45,910千円、長期借入金の減少91,332千

円があったことによるものであります。 

  

(ハ)純資産 

純資産の部は1,209,635千円となり、前連結会計年度末と比較して47,294千円減少いたしました。

その主な内容は、四半期純利益(当第２四半期連結累計期間)△40,925千円の計上、株主総会決議によ

る配当金の支払7,499千円、自己株式の処分1,908千円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
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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。）の期末残高は

958,735千円となり、前第２四半期連結会計期間末と比較して239,109千円の資金の減少となりまし

た。 

当第２四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

  

(イ)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ける営業活動によるキャッシュ・フローは5,213千円の収入となり

ました（前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは94,086千円の収入）。そ

の主な内容は、売上債権の減少に伴う資金の増加114,835千円がありましたが、その一方で、税金等

調整前四半期純利益△34,892千円を計上したことと（前第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半

期純利益47,109千円）、仕入債務の減少に伴う資金の減少94,350千円、法人税等の支払による資金の

減少46,650千円があったことによるものであります。 

  

(ロ)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ける投資活動によるキャッシュ・フローは26,389千円の支出となり

ました（前第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは52,442千円の支出）。そ

の主な内容は、貸付金の回収による資金の増加48,000千円や子会社株式の売却による資金の増加

25,250千円があったものの、固定資産の取得による資金の減少51,387千円や関係会社株式の取得によ

る資金の減少30,000千円があったことによるものであります。 

  

(ハ)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ける財務活動によるキャッシュ・フローは97,871千円の支出となり

ました（前第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは90,071千円の収入）。そ

の主な内容は、長期借入金の返済による資金の減少91,332千円によるものであります。 

  

  

  

当社グループが属する情報通信関連業界につきましては、企業における光ファイバーの導入が急増する

反面、ADSLが減少に転じるなど、企業のブロードバンド・ネットワーク化、フルIP化は一層加速し、IP-

VPNや広域イーサネット等の大容量かつ安価な新型WANサービスなど全体市場の拡大は続くものの、外部環

境の悪化に伴い、企業業績低迷によるITに対する設備投下資本の減少も見込まれ、外部環境としては引続

き、厳しい競争環境が続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループは、平成22年３月期におきましては、前事業年度末における人材関

連事業からの撤退や、オフィス関連事業内のオフィスファシリティ部門を吸収分割により株式会社ＭＡＣ

オフィスに承継し、同社を新たに持分法適用関連会社とし、オフィスファシリティ部門が当社連結対象か

ら外れることにより、売上高は一時的に減少したように見えますが、顧客満足度の向上を最重要課題と位

置づけ、新規商材やサービスの提供だけに留まらず、昨年に引続きワンビリングで提供できるソリューシ

ョンなどの商材ラインナップを拡充し既存顧客の囲い込みを一層強化するとともに、創業以来最大のスト

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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ック型サービス拡販の強化年度とし、年次当初より中長期に向けた更なる収益体制の強化を図ってまい

ります。 

そのような環境の中、当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、平成21年11月６日に発

表した「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、機器販売については総じて苦戦しているものの、

当期注力しているストック型サービスであるＮＷ機器レンタルやレンタルサーバー及び複合機等が好調に

推移するとともに、ソフトバンクテレコム株式会社が提供するおとくラインの回線獲得においても復調の

兆しとなっております。また、引き続き販売費及び一般管理費等の圧縮を行った結果、収益性の向上に繋

がり、第２四半期連結累計期間の業績予想の上方修正にいたりました。 

 なお、下半期につきましては、外部環境の先行き不透明感が払拭できない状況であり、引き続きストッ

ク型サービスの売上を積上げる方向性であるため、現時点におきましては平成21年５月15日に発表いたし

ました通期の連結業績予想に変更はございません。 

業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。従いまして、

本業績予想のみに全般的に依拠して投資判断を下すことは控えられますようお願いいたします。また、実

際の業績は、様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

  

  
  

当第２四半期連結累計期間における重要な子会社の異動につきましては、平成21年４月１日をもっ

て、インターネットメディアコンテンツ関連事業を会社分割し、新設するスターティアラボ株式会社に

承継し、当社の新規連結子会社となりました。 

  

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 963,748 1,082,793

売掛金 419,994 543,306

原材料及び貯蔵品 14,545 17,257

その他 100,140 213,027

貸倒引当金 △28,293 △28,829

流動資産合計 1,470,136 1,827,555

固定資産   

有形固定資産 78,691 63,936

無形固定資産   

のれん 103,233 122,133

その他 117,192 118,618

無形固定資産合計 220,426 240,752

投資その他の資産 194,560 163,262

固定資産合計 493,677 467,950

資産合計 1,963,814 2,295,506

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,198 273,549

1年内返済予定の長期借入金 182,664 182,664

未払法人税等 4,981 50,891

賞与引当金 56,834 52,073

その他 179,160 236,726

流動負債合計 602,838 795,904

固定負債   

長期借入金 151,340 242,672

固定負債合計 151,340 242,672

負債合計 754,178 1,038,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 416,960 416,960

資本剰余金 401,960 401,960

利益剰余金 429,584 478,957

自己株式 △39,039 △40,948

株主資本合計 1,209,464 1,256,929

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171 －

評価・換算差額等合計 171 －

純資産合計 1,209,635 1,256,929

負債純資産合計 1,963,814 2,295,506
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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 2,421,810 1,520,106

売上原価 1,392,670 648,810

売上総利益 1,029,140 871,296

販売費及び一般管理費 939,301 905,773

営業利益又は営業損失（△） 89,839 △34,477

営業外収益   

受取利息 988 250

債務免除益 3,465 4,134

助成金収入 850 －

その他 2,726 2,065

営業外収益合計 8,030 6,450

営業外費用   

支払利息 3,932 3,397

持分法による投資損失 － 1,168

その他 925 3

営業外費用合計 4,858 4,569

経常利益又は経常損失（△） 93,011 △32,596

特別利益   

投資有価証券売却益 － 549

特別利益合計 － 549

特別損失   

固定資産除却損 8,060 249

投資有価証券評価損 37,841 2,595

特別損失合計 45,902 2,845

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（△）

47,109 △34,892

法人税、住民税及び事業税 40,915 2,022

法人税等調整額 △843 4,009

法人税等合計 40,072 6,032

少数株主損失（△） △160 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,197 △40,925
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,282,306 750,601

売上原価 727,147 279,730

売上総利益 555,158 470,871

販売費及び一般管理費 464,867 435,546

営業利益 90,291 35,325

営業外収益   

受取利息 988 250

債務免除益 1,212 2,167

その他 1,757 1,906

営業外収益合計 3,958 4,324

営業外費用   

支払利息 1,741 1,607

持分法による投資損失 － 4,413

その他 660 －

営業外費用合計 2,402 6,020

経常利益 91,847 33,628

特別損失   

固定資産除却損 － 225

投資有価証券評価損 37,841 2,595

特別損失合計 37,841 2,821

税金等調整前四半期純利益 54,005 30,807

法人税、住民税及び事業税 40,492 838

法人税等調整額 △1,345 10,745

法人税等合計 39,147 11,584

少数株主利益 1,125 －

四半期純利益 13,733 19,223
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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（△）

47,109 △34,892

減価償却費 45,492 54,112

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,111 △536

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,225 4,761

受取利息及び受取配当金 △988 △250

支払利息 3,932 3,397

持分法による投資損益（△は益） － 1,168

投資有価証券売却損益（△は益） － △549

投資有価証券評価損益（△は益） 37,841 2,595

固定資産除却損 8,060 249

売上債権の増減額（△は増加） 3,050 114,835

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,886 2,711

仕入債務の増減額（△は減少） 95,993 △94,350

未払金の増減額（△は減少） 12,494 △7,819

未払消費税等の増減額（△は減少） △547 △30,166

その他 △23,591 39,549

小計 178,298 54,816

利息及び配当金の受取額 985 261

利息の支払額 △3,908 △3,214

法人税等の支払額 △81,288 △46,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,086 5,213

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △51,834 △51,387

固定資産の売却による収入 － 83

貸付けによる支出 － △14,000

貸付金の回収による収入 － 48,000

投資有価証券の取得による支出 △740 －

差入保証金の差入による支出 △578 △179

差入保証金の回収による収入 710 1,824

関係会社株式の取得による支出 － △30,000

子会社株式の売却による収入 － 25,250

投資有価証券の売却による収入 － 750

その他 － △6,731

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,442 △26,389
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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） △210,000 －

長期借入れによる収入 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △33,332 △91,332

配当金の支払額 △7,669 △7,499

自己株式の取得による支出 △18,886 －

自己株式の処分による収入 60 960

少数株主からの払込みによる収入 9,900 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,071 △97,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,715 △119,048

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,129 1,077,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,197,845 958,735
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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) 

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) 

（単位：千円）

 
(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 各区分に属する主要な製品 

 
  

(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】

ソリュー 
ション 
関連事業

オフィス 
関連事業

回線 
サービス 
関連事業

インター 
ネット 

メディア 
コンテンツ関

連事業

人材 
関連事業

計
消去又は 

全社
連結

売上高

 (1) 外部顧 
 客に対する 
 売上高

562,143 1,053,678 226,323 187,681 391,983 2,421,810 ― 2,421,810

 (2) セグメ 
 ント間の内 
 部売上高又 
 は振替高

68,703 80,994 15,216 10,422 7,253 182,591 (182,591) ―

計 630,847 1,134,672 241,540 198,104 399,237 2,604,402 (182,591) 2,421,810

営業利益又
は営業損失
(△)

37,057 22,562 1,913 27,311 △1,432 87,412 2,426 89,839

事業区分 事業内容

ソリューション関連事業
Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワ
ーク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎ
などを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイ
アウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ
ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア 
コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関す
る受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っておりま
す。

人材関連事業
連結子会社であるスターティアレナジー株式会社が、人材派遣・人材紹介事業を
行っております。
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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) 

（単位：千円）

 
(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 各区分に属する主要な製品 

 
  ３ 人材関連事業につきましては平成21年３月31日に当社連結子会社であったスターティアレナジー株式会社の

出資持分の全てを売却したため、連結の範囲から除外しております。 

  

ソリュー 
ション 
関連事業

オフィス 
関連事業

回線 
サービス 
関連事業

インター 
ネット 

メディア 
コンテンツ 
関連事業

計
消去又は 

全社
連結

売上高

 (1) 外部顧客 
   に対する 
      売上高

494,595 698,412 161,351 165,747 1,520,106 ― 1,520,106

 (2) セグメン 
   ト間の内 
   部売上高 
      又は 
   振替高

68,953 53,631 11,352 22,662 156,600 (156,600) ―

計 563,549 752,043 172,704 188,409 1,676,707 (156,600) 1,520,106

営業利益又は 
営業損失(△)

△16,954 △6,821 △9,212 16,469 △16,518 (17,958) △34,477

事業区分 事業内容

ソリューション関連事業
Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワ
ーク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎ
などを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイ
アウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ
ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア 
コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関す
る受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っておりま
す。
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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) 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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) 

海外売上高がないため、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21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、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21年４月１日  至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【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
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