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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6月1日～平成22年2月28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 15,168 61.8 642 86.0 617 83.0 610 181.4
21年5月期第3四半期 9,376 △21.8 345 ― 337 ― 216 ―

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 1,358.04 1,349.86
21年5月期第3四半期 649.76 ―

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 6,041 773 12.7 1,703.11
21年5月期 5,814 200 2.6 342.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  765百万円 21年5月期  153百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年6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  有  
※当社は決算期を毎年５月末日から毎年３月末日へ変更し、当期につきましては10ヶ月間(平成21年６月１日～平成22年3月31日)の通期業績予想を記載してお
ります。 

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 17,000 11.3 1,000 5.4 960 6.0 910 40.0 2,024.10
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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、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上記予想
数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 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3四半期  449,582株 21年5月期  449,582株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年5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3四半期  449,582株 21年5月期第3四半期  333,908株
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＜業績の概要＞ 

当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、中国景気の回復に伴う輸出の増加や、政府による

一連の経済政策の効果などにより、一部業種では景況感の回復が見られるものの、その一方で、個人消

費の低迷、雇用情勢の悪化など多くの業種では依然厳しい状況が続いており、景気の先行きは引き続き

不透明であります。また、当社グループの顧客層である中小企業におきましても、依然厳しい経営環境

が続いております。 

 このような状況の中、当社グループではより安定した経営体制を構築する為、ストックコミッション

（※）の積み上げを経営の最重要課題とし、販売チャネルの拡大および収益力の高い事業への経営資源

集中を積極的に行いました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間におきましては、売上高は前年同四半期比1,418百万円増の

5,337百万円となりました。また、営業利益は前年同四半期比200百万円増の374百万円、経常利益は前

年同四半期比199百万円増の371百万円、四半期純利益は前年同四半期比146百万円増の322百万円となり

ました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が15,168百万円、営業利益が642百万円、経常利

益が617百万円、四半期純利益が610百万円となりました。 

  

 事業セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

＜当第３四半期のセグメント別の状況＞ 

携帯電話販売につきましては、店舗のリニューアルオープンや営業人員増員による販売体制強化を図

ったことなどにより、前年同四半期と比較して販売数量が増加し、また固定回線などの付加商材の販売

促進を行い、収益構造の改善を図りました。その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は3,534百

万円となりました。 

 ブロードバンドサービス加入取次ぎにつきましては、パソコン等関連商品のバンドル販売について引

き続き充実を図る一方、新たな販売チャネルであるイベント会場等でのプロモーション販売を行った結

果、当第３四半期連結会計期間の売上高は94百万円となりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は4,019百万円、営業損益は243百

万円の利益となりました。 

  

・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

〔情報インフラ事業〕
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「ＩＴソリューションパック」につきましては、営業拠点を東京・名古屋・大阪に集約させ、固定費

の削減や生産性の向上を図った効果が現れ、営業利益は前年同四半期より増加し、当第３四半期連結会

計期間の売上高は165百万円となりました。 

 複合機につきましても、当第２四半期連結会計期間以降、固定費削減を目的とした営業拠点集約を行

ってまいりましたが、当社グループの顧客層である中小企業への販売台数が伸び悩み、当初販売計画よ

り低調に推移いたしました。その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は152百万円となりまし

た。 

 法人向け携帯電話につきましては、前連結会計年度より増員してきた営業人員の生産性が向上し、ま

た、直販とともに注力してきた代理店販売も好調に推移した結果、当第３四半期連結会計期間の売上高

は756百万円となりました。 

 サービスサポートにつきましては、「ＩＴソリューションパック」の付帯サービスや「Ｙａｈｏｏ！ 

ＢＢ」のサポート業務等のオンサイトサポートが好調に推移し、当第３四半期連結会計期間の売上高は

116百万円となりました。 

 ビジネスフォンにつきましては、引き続き既存顧客からの買換え需要が発生しており、当第３四半期

連結会計期間の売上高は100百万円となりました。 

 また、医療向けモバイルシステムの販売が当初の計画より好調に推移した為、販売拠点を拡大するな

どの販売体制強化を図りました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は1,311百万円、営業損益は137百

万円の利益となりました。 

  

当事業セグメントにおける投資事業およびリース事業につきましては、前連結会計年度に引き続き新

たな投資は行わず、当社が保有する有価証券の売却を進めております。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の連結売上高は５百万円、営業損益は４百万円

の損失となりました。 

  

 ※ ストックコミッション：ユーザーが毎月支払う使用料金に応じて計算され、加入契約後、一定期間にわたって

毎月通信キャリアなどから受け取る手数料のこと 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ226百万円増加し、6,041百万円となりました。総資産が増加した

主な要因は、商品及び製品および投資有価証券の増加であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ345百万円減少し、5,268百万円となりました。負債が減少した主な

要因は、短期借入金、未払金および長期借入金の減少であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ572百万円増加し、773百万円となりました。純資産が増加した主

な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が610百万円増加したことであります。 

  

〔法人ソリューション事業〕

〔ファイナンス事業〕

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により403百万円増加

し、投資活動により308百万円減少し、財務活動により165百万円増加し、その結果、現金及び現金同等

物は前連結会計年度より183百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は891百万円となりまし

た。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得た資金は、403百万円（前年同四半期に得た資金は38百万円）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権および仕入債務の減少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） 

投資活動の結果使用した資金は、308百万円（前年同四半期に使用した資金は３百万円）となりま

した。これは主に、固定資産の取得による支出および投資有価証券の取得による支出によるものであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得た資金は、165百万円（前年同四半期に使用した資金は40百万円）となりまし

た。これは主に、連結子会社における新株予約権付社債の発行による収入および短期借入金、長期借

入金の返済による支出によるものであります。 

  

最近の業績動向ならびに今後の見通し等を勘案し、平成21年７月17日付「平成21年５月期決算短信」に

て発表いたしました平成22年３月期の通期連結業績予想を修正しております。 

詳しくは本日発表の「平成22年３月期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便的な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

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
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②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤法人税等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、前連結会計年度以降に経営環境及び一時差異等の

状況に著しい差異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を利

用する方法によっております。 

  

⑥連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異がある場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で、当該差異に重要性が乏しい場合には、金額の僅少な会社にあわせ

る方法により相殺消去しております。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 891,311 707,969

受取手形及び売掛金 1,852,553 2,079,835

営業投資有価証券 24,459 31,039

商品及び製品 606,082 424,156

前払費用 76,596 91,336

立替金 262,766 217,469

短期貸付金 231,191 232,191

その他 76,140 32,441

貸倒引当金 △493,383 △454,537

流動資産合計 3,527,717 3,361,903

固定資産   

有形固定資産   

建物 499,219 555,534

減価償却累計額 △195,123 △188,014

減損損失累計額 △4,842 △22,710

建物（純額） 299,253 344,809

工具、器具及び備品 1,419,757 1,444,756

減価償却累計額 △1,302,182 △1,304,215

減損損失累計額 △39,228 △44,128

工具、器具及び備品（純額） 78,345 96,411

有形固定資産合計 377,599 441,221

無形固定資産   

のれん 597,072 736,504

ソフトウエア 38,814 48,989

その他 2,866 358

無形固定資産合計 638,753 785,852

投資その他の資産   

投資有価証券 345,143 31,178

長期前払費用 72,901 80,847

差入保証金 1,075,804 1,097,389

その他 339,621 346,856

貸倒引当金 △336,318 △330,880

投資その他の資産合計 1,497,151 1,225,390

固定資産合計 2,513,504 2,452,464

資産合計 6,041,222 5,814,368
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,303,531 1,019,336

短期借入金 － 155,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 330,000 －

未払金 396,775 590,732

未払費用 152,215 201,355

未払法人税等 44,524 45,020

前受金 124,827 196,360

預り金 409,772 403,045

解約調整引当金 45,106 93,001

賞与引当金 21,625 39,800

役員賞与引当金 － 11,500

その他 61,812 87,751

流動負債合計 3,290,191 3,242,903

固定負債   

長期借入金 1,539,583 1,829,583

繰延税金負債 593 －

偶発損失引当金 98,340 165,335

負ののれん 87,503 116,671

その他 251,823 259,168

固定負債合計 1,977,845 2,370,758

負債合計 5,268,036 5,613,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,249,997 1,249,997

資本剰余金 749,997 749,997

利益剰余金 △1,235,127 △1,845,678

株主資本合計 764,867 154,316

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 820 △391

評価・換算差額等合計 820 △391

新株予約権 7,497 2,692

少数株主持分 － 44,087

純資産合計 773,185 200,705

負債純資産合計 6,041,222 5,814,368
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 9,376,445 15,168,622

売上原価 5,970,557 10,460,530

売上総利益 3,405,887 4,708,092

販売費及び一般管理費 3,060,437 4,065,481

営業利益 345,449 642,611

営業外収益   

受取利息 783 1,108

受取配当金 16 －

受取手数料 1,108 1,348

受取保険金 1,145 652

有価証券売却益 － 8,398

負ののれん償却額 29,167 29,167

その他 35,790 8,843

営業外収益合計 68,011 49,518

営業外費用   

支払利息 39,733 62,760

投資有価証券売却損 1,008 343

貸倒引当金繰入額 10,716 －

株式交付費 5,433 －

その他 18,918 11,119

営業外費用合計 75,810 74,223

経常利益 337,651 617,906

特別利益   

固定資産売却益 45 －

関係会社株式売却益 － 45,816

貸倒引当金戻入額 － 21,837

固定資産処分益 4,585 －

契約変更修正益 22,400 －

その他 11,253 846

特別利益合計 38,285 68,500

特別損失   

有形固定資産除却損 10,037 22,749

無形固定資産除却損 － 376

投資有価証券評価損 8,727 6,735

営業投資有価証券評価損 11,477 2,793

減損損失 － 37,224

中途解約違約金損失 112,429 －

店舗閉鎖損失 4,500 －

その他 1,576 921

特別損失合計 148,748 70,800
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

税金等調整前四半期純利益 227,188 615,605

法人税、住民税及び事業税 32,094 33,052

法人税等調整額 － －

法人税等合計 32,094 33,052

少数株主損失（△） △21,867 △27,996

四半期純利益 216,960 610,550
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 3,919,426 5,337,920

売上原価 2,547,952 3,620,288

売上総利益 1,371,473 1,717,631

販売費及び一般管理費 1,196,650 1,342,797

営業利益 174,822 374,833

営業外収益   

受取利息 270 483

受取手数料 95 403

受取保険金 － 652

有価証券売却益 － 8,398

負ののれん償却額 9,722 9,722

その他 11,025 1,728

営業外収益合計 21,113 21,388

営業外費用   

支払利息 17,752 19,634

投資有価証券売却損 1,008 －

貸倒引当金繰入額 696 －

その他 4,538 5,330

営業外費用合計 23,995 24,965

経常利益 171,940 371,257

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,585

固定資産処分益 210 －

契約変更修正益 22,400 －

その他 4,837 188

特別利益合計 27,447 1,774

特別損失   

有形固定資産除却損 － 4,097

営業投資有価証券評価損 11,477 2,793

減損損失 － 32,652

その他 729 －

特別損失合計 12,206 39,543

税金等調整前四半期純利益 187,182 333,487

法人税、住民税及び事業税 6,734 10,938

法人税等調整額 － －

法人税等合計 6,734 10,938

少数株主利益 4,653 －

四半期純利益 175,793 322,549
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 227,188 615,605

減価償却費 77,962 97,948

長期前払費用償却額 9,359 10,092

のれん償却額 65,518 132,671

負ののれん償却額 △29,167 △29,167

固定資産除却損 10,037 23,125

営業投資有価証券評価損 11,477 2,793

固定資産売却損益（△は益） △45 －

有価証券売却損益（△は益） － △8,398

投資有価証券売却損益（△は益） － 343

投資有価証券評価損益（△は益） 8,727 6,735

減損損失 － 37,224

受取利息及び受取配当金 △799 △1,108

支払利息 39,733 62,760

株式交付費 5,433 －

株式報酬費用 － 4,804

関係会社株式売却損益（△は益） － △45,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,945 △22,710

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,480 △18,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,618 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △11,500

解約調整引当金の増減額（△は減少） △218,878 △47,894

売上債権の増減額（△は増加） 29,711 200,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,163 △182,009

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 19,109 －

仕入債務の増減額（△は減少） 160,747 284,195

未払消費税等の増減額（△は減少） △84,252 △20,999

未払金の増減額（△は減少） △525,374 △145,553

預り金の増減額（△は減少） 97,633 6,728

前受金の増減額（△は減少） △159,063 △71,532

その他 △132,153 △109,437

小計 △496,450 771,031

利息及び配当金の受取額 646 847

利息の支払額 △39,206 △62,760

法人税等の支払額 △126,625 △19,920

営業活動によるキャッシュ・フロー △661,635 689,197
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 △42,909 △72,020

有形固定資産の売却による収入 62 －

無形固定資産の取得による支出 △15,691 △54,850

有価証券の売却による収入 － 10,000

投資有価証券の取得による支出 △1,760 △320,996

投資有価証券の売却による収入 4,995 1,757

出資金の払込による支出 － △10

差入保証金の差入による支出 △15,731 △16,034

差入保証金の回収による収入 250,897 39,898

貸付金の回収による収入 － 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,456,177 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 65,252

その他 △9,562 △7,520

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,285,878 △353,522

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 99,027 －

短期借入金の返済による支出 △661,716 △164,000

長期借入れによる収入 1,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △375,000 △290,000

新株予約権付社債の発行による収入 1,500,000 330,000

転換社債の償還による支出 △1,500,000 －

株式の発行による収入 1,494,561 －

少数株主への払戻による支出 － △28,333

配当金の支払額 △151 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,756,721 △152,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,793 183,341

現金及び現金同等物の期首残高 611,822 707,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 421,029 891,311
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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 各区分の主な商品およびサービス 

 (1) 情報インフラ事業・・・・・移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、ＤＳＬサービス 

                「Ｙａｈｏｏ！ＢＢ」の加入取次、ウェブサービス等。 

 (2) 法人ソリューション事業・・「ＩＴソリューションパック」の販売、複写機、その他ＯＡ機器の販売、 

                法人向け移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、パソコンやＤＳＬサ 

                ービス等の設置・設定代行サービスの提供等。 

 (3) ファイナンス事業・・・・・金融商品販売取次、住宅ローン・生命保険の取次。 

 (4) その他の事業・・・・・・・オール電化製品・太陽光発電システムの卸販売。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

情報インフラ事
業 

(千円)

法人ソリューシ
ョン事業 
(千円)

ファイナンス
事業 

(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

5,623,095 3,427,606 250,743 75,000 9,376,445

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 5,623,095 3,427,606 250,743 75,000 9,376,445

   営業利益又は 
   営業損失(△)

440,135 32,774 10,323 △18,741 464,491

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

─ 9,376,445

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

（ ─） －

計 （ ─） 9,376,445

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△119,041 345,449
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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 各区分の主な商品およびサービス 

 (1) 情報インフラ事業・・・・・移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、ＤＳＬサービス 

                「Ｙａｈｏｏ！ＢＢ」の加入取次、ウェブサービス等。 

 (2) 法人ソリューション事業・・「ＩＴソリューションパック」の販売、複写機、その他ＯＡ機器の販売、 

                法人向け移動体通信回線の加入取次と端末機の販売、パソコンやＤＳＬサ 

                ービス等の設置・設定代行サービスの提供等。 

 (3) ファイナンス事業・・・・・金融商品販売取次、住宅ローン・生命保険の取次。 

 (4) その他の事業・・・・・・・業務請負手数料等。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日) 

在外子会社および在外支店がないため、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６月１日 至 平成21年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

情報インフラ事
業 

(千円)

法人ソリューシ
ョン事業 
(千円)

ファイナンス
事業 

(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

  売上高

  (1) 外部顧客に対する 
    売上高

11,489,990 3,630,357 43,021 5,253 15,168,622

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－ － － － －

計 11,489,990 3,630,357 43,021 5,253 15,168,622

   営業利益又は 
   営業損失(△)

632,051 57,584 △11,727 △46,088 631,819

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

－ 15,168,622

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

－ －

計 － 15,168,622

   営業利益又は 
   営業損失(△)

10,791 642,611

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１

日 至 平成22年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

(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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