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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,038 4.1 279 △22.5 202 △32.5 79 △7.4
21年3月期第3四半期 7,724 ― 360 ― 299 ― 86 ―

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3四半期 523.16 ―
21年3月期第3四半期 552.25 ―

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3四半期 11,865 4,859 33.5 26,088.98
21年3月期 11,940 4,892 32.9 25,777.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,973百万円 21年3月期  3,925百万円

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 ― ― ― 300.00 300.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
300.00 300.00

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 11,000 6.9 300 2.1 200 2.2 30 54.6 196.99
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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、４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） 

[(注) 詳細は、４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 
 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、多分に不確定な予想を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４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 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社モバイル・アフィリエイト ）

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） 22年3月期第3四半期 186,368株 21年3月期  186,368株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  34,077株 21年3月期  34,077株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 152,291株 21年3月期第3四半期 155,799株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などアジア諸国向けを中心とした輸出と生産の

回復や、経済政策の効果による一部耐久消費財への需要の持ち直しなどの動きが見られたものの、円高の

進行やデフレ傾向、厳しい雇用・所得環境による個人消費の低迷などもあり、本格的な景気回復には至ら

ずに推移いたしました。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高8,038百万円

（前年同期比4.1％増）、営業利益279百万円（前年同期比22.5％減）、経常利益202百万円（前年同期比

32.5％減）、四半期純利益79百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

事業セグメント別の業績については以下の通りです。 

出版事業におきましては、資格書籍や年末商品を中心に特に新刊が堅調に推移し、当第３四半期会計期

間に広告・受注売上が回復してきたことから、売上高は2,796百万円（前年同期比2.0％減）となりまし

た。営業利益は、市場動向を勘案して新刊点数の絞込みを行いコスト低減を図ったことから404百万円

（前年同期比15.3％増）となりました。 

コーポレートサービス事業におきましては、外資系クライアントなどの販促予算縮小などの影響で第３

四半期累計期間を通じて受注が昨年同期と比べて少なく、売上高は718百万円（前年同期比19.3％減）と

なりましたが、営業利益は第３四半期会計期間におけるコスト削減などにより40百万円（前年同期比

52.3％減）となりました。 

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、モバイル関連事業が引き続き好調に推移したこと、

及び一昨年９月に連結子会社化した(株）モバイル・アフィリエイトの吸収合併で業容拡大した(株)ＳＥ

メディアパートナーズ（旧(株)イージーユーズ）の売上寄与により、売上高は2,237百万円（前年同期比

52.9％増）と増収になりました。営業利益は、ＳＥモバイル・アンド・オンライン(株)が大幅増益となっ

た一方、(株)ＳＥメディアパートナーズが営業損失を計上したこと及び（株）ゲームグースが運営するゲ

ームセンターの一部新店の業績が芳しくなかったことから、３百万円（前年同期比利益38百万円増）とな

りました。 

インターネットカフェ事業におきましては、一昨年夏以降に新規出店した店舗売上が寄与したものの、

新型インフルエンザ発生や個人消費の低迷及び冷夏の影響などで売上高は1,315百万円（前年同期比1.2％

減）となりました。損益面では、販売促進費の増加、店舗設備の強化策実施や一部新店の収益化の遅れな

どから、営業損失23百万円（前年同期比112.8％増）となりました。 

教育・人材事業におきましては、引き続き雇用環境の改善が見られず、IT企業の研修出費に慎重な傾向

が続き、売上高は967百万円（前年同期比18.3％減）となりました。損益面では、第３四半期会計期間に

おいて（株）システム・テクノロジー・アイの高収益な法人向けサーバー製品の拡販などにより、営業利

益34百万円（前年同期比77.6％減）と黒字に転じました。 

その他の事業におきましては、売上高２百万円（前年同期比横這い）、営業利益２百万円（前年同期比

27.1％減）となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金144百万円増加、有形固定資産

81百万円減少及び無形固定資産104百万円減少を主因に、前連結会計年度末比74百万円減の11,865百万

円となりました。負債については、買掛金59百万円増加、その他流動負債71百万円増加及び有利子負債

212百万円減少を主因に、前連結会計年度末比41百万円減の7,006百万円となりました。純資産について

は、利益剰余金33百万円増加及び少数株主持分81百万円減少を主因に、前連結会計年度末比33百万円減

の4,859百万円となりました。 

当第３四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、2,983百万円

と前連結会計年度末比10百万円の減少（前年同期は455百万円の増加）となりました。 

営業活動の結果得られた資金は498百万円（前年同期比26.6％減）となりました。収入の主な内訳

は、減価償却費294百万円及び税金等調整前四半期純利益136百万円であり、支出の主な内訳は、売上債

権の増加133百万円及び法人税等の支払額111百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は205百万円（前年同期比65.9％減）となりました。収入の主な内訳

は、敷金及び保証金の回収による収入58百万円及び投資有価証券の売却による収入48百万円であり、支

出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出120百万円、有形固定資産の取得による支出119百万円

であります。 

・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

(1)資産、負債及び純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況
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財務活動の結果使用した資金は300百万円（前年同期は376百万円の取得）となりました。収入の主な

内訳は、社債の発行による収入436百万円及び短期借入金の増加151百万円であり、支出の主な内訳は、

社債の償還による支出702百万円及び長期借入金の返済による支出211百万円であります。 
  

平成22年３月期の連結業績予想は、平成21年10月30日に公表しました連結業績予想に変更はありませ

ん。 
  

  

連結除外：(株)モバイル・アフィリエイト 
 前期末において当社の連結子会社であった(株)モバイル・アフィリエイトは、平成21年４月１日付
で当社の連結子会社である(株)イージーユーズに吸収合併され、消滅しました。なお、(株)イージー
ユーズは、同日付で(株)ＳＥメディアパートナーズに商号変更しております。 

  該当事項はありません。 

① 受注制作のソフトウェア（ソフトウェアの請負開発契約）に係る収益の計上基準については、
従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平
成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平
成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手したソフト
ウェアの請負開発契約に基づく開発案件から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について
成果の確実性が認められる開発案件については工事進行基準（開発の進捗率の見積りは主に原価比例
法を採用しております。）を、その他の開発案件については検収基準を適用しております。 
 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高は43百万円増加
し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ16百万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、当該箇所に記載しております。 
② 教育・人材事業における一部のソフトウェアは、従来、利用許諾期間開始時（ライセンス付与

日）をもって一括売上計上する方法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、利用
許諾期間に対応して売上計上する方法に変更しております。この変更は、顧客による同ソフトウェア
利用の増加及び利用期間の長期化が見込まれることから、期間損益計算のより一層の適正化を図るこ
とを目的として行ったものであります。 
 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経
常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ６百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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

(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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,237 3,258

受取手形及び売掛金 2,379 2,234

有価証券 20 10

商品及び製品 1,008 1,024

仕掛品 191 226

原材料及び貯蔵品 22 16

繰延税金資産 113 88

その他 180 168

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 7,147 7,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,868 1,816

減価償却累計額 △536 △446

建物及び構築物（純額） 1,332 1,369

土地 1,089 1,089

その他 1,127 1,089

減価償却累計額 △905 △822

その他（純額） 221 266

有形固定資産合計 2,644 2,725

無形固定資産   

のれん 499 510

その他 264 358

無形固定資産合計 764 868

投資その他の資産   

投資有価証券 402 319

敷金及び保証金 570 619

繰延税金資産 125 144

その他 244 268

貸倒引当金 △33 △26

投資その他の資産合計 1,309 1,325

固定資産合計 4,718 4,919

資産合計 11,865 11,940
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 812 752

1年内償還予定の社債 992 781

短期借入金 1,455 1,115

未払法人税等 115 70

賞与引当金 41 75

返品調整引当金 206 173

その他 621 549

流動負債合計 4,243 3,519

固定負債   

社債 1,872 2,335

長期借入金 618 918

退職給付引当金 181 180

役員退職慰労引当金 67 62

再評価に係る繰延税金負債 9 9

その他 13 21

固定負債合計 2,762 3,528

負債合計 7,006 7,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,938 1,938

利益剰余金 1,411 1,377

自己株式 △790 △790

株主資本合計 3,965 3,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △20

土地再評価差額金 14 14

評価・換算差額等合計 7 △5

新株予約権 1 0

少数株主持分 884 966

純資産合計 4,859 4,892

負債純資産合計 11,865 11,940
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   (2)【四半期連結損益計算書】 
      【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,724 8,038

売上原価 5,527 5,615

売上総利益 2,197 2,422

返品調整引当金繰入額 27 32

差引売上総利益 2,170 2,389

販売費及び一般管理費 1,809 2,109

営業利益 360 279

営業外収益   

受取利息 4 1

受取配当金 0 7

投資有価証券売却益 － 1

負ののれん償却額 12 11

その他 17 6

営業外収益合計 34 27

営業外費用   

支払利息 57 60

投資有価証券売却損 0 －

持分法による投資損失 3 13

その他 34 31

営業外費用合計 95 105

経常利益 299 202

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 0 0

持分変動利益 0 0

受取補償金 28 －

特別利益合計 29 1

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 9

投資有価証券評価損 60 0

減損損失 9 －

貸倒引当金繰入額 － 10

店舗閉鎖損失 41 4

事業撤退損 － 43

特別損失合計 115 66

税金等調整前四半期純利益 213 136

法人税、住民税及び事業税 122 139

法人税等調整額 8 △13

法人税等合計 131 125

少数株主損失（△） △3 △68

四半期純利益 86 79
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      【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月1日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,246 3,049

売上原価 2,269 2,039

売上総利益 976 1,010

返品調整引当金繰入額 61 84

差引売上総利益 915 926

販売費及び一般管理費 656 679

営業利益 259 246

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

投資有価証券売却益 － 0

負ののれん償却額 4 3

その他 2 2

営業外収益合計 7 7

営業外費用   

支払利息 21 19

持分法による投資損失 － 10

その他 12 3

営業外費用合計 33 33

経常利益 233 220

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 － 8

投資有価証券評価損 57 －

減損損失 2 －

特別損失合計 59 8

税金等調整前四半期純利益 174 212

法人税、住民税及び事業税 94 105

法人税等調整額 7 0

法人税等合計 102 105

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5 △4

四半期純利益 66 110
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   (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31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 213 136

減価償却費 309 294

長期前払費用償却額 28 25

減損損失 9 －

固定資産除却損 3 9

投資有価証券評価損益（△は益） 60 0

のれん償却額 25 36

負ののれん償却額 △12 △11

社債発行費 12 13

受取補償金 △28 －

店舗閉鎖損失 41 4

事業撤退損失 － 43

持分法による投資損益（△は益） 3 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △34

返品調整引当金の増減額（△は減少） 27 32

受取利息及び受取配当金 △5 △8

支払利息 57 60

為替差損益（△は益） － 3

売上債権の増減額（△は増加） △158 △133

たな卸資産の増減額（△は増加） △38 44

仕入債務の増減額（△は減少） 52 54

未払消費税等の増減額（△は減少） △4 8

未収消費税等の増減額（△は増加） 43 0

その他 89 21

小計 707 627

利息及び配当金の受取額 5 8

利息の支払額 △56 △55

法人税等の支払額 △132 △111

法人税等の還付額 55 22

補償金の受取額 100 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 679 498

- 9 -

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株)(9478)平成22年３月期第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日) 

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 △383 △119

有形固定資産の売却による収入 1 3

投資有価証券の取得による支出 △68 △120

投資有価証券の売却による収入 84 48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△49 －

無形固定資産の取得による支出 △64 △62

長期前払費用の取得による支出 △54 △4

敷金及び保証金の差入による支出 △102 △9

敷金及び保証金の回収による収入 43 58

預り保証金の返還による支出 △10 －

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △602 △205

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） 193 151

長期借入れによる収入 460 100

長期借入金の返済による支出 △168 △211

社債の発行による収入 587 436

社債の償還による支出 △593 △702

自己株式の取得による支出 △56 △21

配当金の支払額 △46 △45

少数株主への配当金の支払額 － △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 376 △300

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455 △10

現金及び現金同等物の期首残高 2,748 2,993

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,203 2,983
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 各区分の主な事業内容 

 
３ 平成20年９月29日付で当社連結子会社となった(株)モバイル・アフィリエイトの事業は「ソフトウェア・ネ

ットワーク事業」セグメントに含めて記載しております。 

(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】

出版事業

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の 

事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は 

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高 2,852 890 1,463 1,331 1,184 2 7,724 ─ 7,724

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 70 1 186 ─ 54 12 326 (326) ─

計 2,923 892 1,650 1,331 1,239 15 8,051 (326) 7,724

営業利益 

又は営業損失（△）
350 85 △ 35 △ 11 153 4 547 (187) 360

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売

コーポレート 

サービス事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供 

 製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業Ｐ

Ｒ/ＩＲのサポートサービス

ソフトウェア・ 

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及

びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設

計・構築支援サービス、ネット広告販売

インターネット 

カフェ事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業
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(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 各区分の主な事業内容 

 
３ 会計処理の変更について 

① 受注制作のソフトウェア（ソフトウェアの請負開発契約）に係る収益の計上基準については、従来、検収

基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手したソフトウェアの請負開発契約に基づく開発案

件から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる開発案件については

工事進行基準（開発の進捗率の見積りは主に原価比例法を採用しております。）を、その他の開発案件につい

ては検収基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間のソフトウェア・ネットワーク事

業及び教育・人材事業に係る売上高は各々18百万円及び24百万円増加し、営業利益は各々５百万円及び10百万

円増加しております。 

② 教育・人材事業における一部のソフトウェアは、従来、利用許諾期間開始時（ライセンス付与日）をもっ

て一括売上計上する方法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、利用許諾期間に対応して

売上計上する方法に変更しております。この変更は、顧客による同ソフトウェア利用の増加及び利用期間の長

期化が見込まれることから、期間損益計算のより一層の適正化を図ることを目的として行ったものでありま

す。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の教育・人材事業に係る売上高は

６百万円減少し、営業利益は６百万円減少しております。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

出版事業 

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業 

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業 

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は 

全社 

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高 2,796 718 2,237 1,315 967 2 8,038 ― 8,038

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 60 0 176 ― 31 11 279 (279) ―

計 2,856 718 2,413 1,315 999 13 8,317 (279) 8,038

営業利益又は 

営業損失（△）
404 40 3 △23 34 2 462 (183) 279

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売

コーポレートサービス 

事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供 

 製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業Ｐ

Ｒ/ＩＲのサポートサービス

ソフトウェア・ 

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及

びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設

計・構築支援サービス、ネット広告販売

インターネットカフェ

事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業
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本邦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。 

  

海外売上高が連結売上高の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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

【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20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

(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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