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1.  平成22年7月期第3四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年4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7月期第3四半期 2,436 △48.2 13 ― 5 ― 47 ―
21年7月期第3四半期 4,706 5.3 △521 ― △972 ― △1,632 ―

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7月期第3四半期 884.04 ―
21年7月期第3四半期 △30,196.97 ―

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7月期第3四半期 3,424 3,190 91.1 57,701.03
21年7月期 3,400 3,172 90.1 56,666.57

（参考） 自己資本   22年7月期第3四半期  3,120百万円 21年7月期  3,064百万円

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7月期 ― ― ― ― ―
22年7月期 ― ― ―
22年7月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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   

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 3,100 △41.6 10 ― △30 ― △130 ― △2,404.02

-1-



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 をご参照ください。 

(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 
 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、
実際の業績数値等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いては、４ページ【定性的情報・財務諸表】 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 ―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7月期第3四半期 54,076株 21年7月期  54,076株
② 期末自己株式数 22年7月期第3四半期  ―株 21年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第3四半期 54,076株 21年7月期第3四半期 54,076株
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 当社の事業領域であるIT、ブロードバンド業界におきましては、依然として続く景気の先行き不透明感などを背

景に、企業の設備投資意欲の減少が続いているものの、クラウドコンピューティング関連への関心が高まってお

り、需要も拡大傾向にあります。 

 このような状況の中、当社グループは、黒字達成のために、1.不採算事業子会社の整理ならびに組織再編による

子会社の経営管理コストの削減、２.経費削減、３．事業拡大などの施策を前期より引き続き行ってまいりまし

た。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、ITインフラ事業においては、シンクライアントにフォーカスしたサービ

ス展開を行い、金融、通信、公共マーケットにおいて実績をあげることが出来ました。ブロードバンド事業におい

ては、国内において、大型の映像配信システムの構築案件による受注を受け、さらに電子コミックなどのコンテン

ツ配信などによる売上があったことにより、大幅な増収となっております。しかし、海外におけるブロードバンド

事業やトラベル事業において、前年同期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive Entertainment 

Ltd.や株式会社ジャパトラを連結の範囲から除外したために、全体としては、大幅な減収となっております。 

  経費削減につきましては、連結子会社の見直しにより連結会計に係る費用、海外の現地監査コスト、マネジメ

ント経費、海外出張費等を大幅に削減いたしました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,436百万円（前年同期比48.2％減）、営業利益13百

万円（前年同期は営業損失521百万円）、経常利益5百万円（前年同期は経常損失972百万円）、四半期純利益47百

万円（前年同期は四半期純損失1,632百万円）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。 

 尚、消去又は全社の項目に含めた数値は、配賦不能であるため、以下の数値には反映しておりません。 

  

（ITインフラ事業） 

 モバイル高速データ通信の普及により社外でのビジネス活用が増えるだけでなく、新型インフルエンザ対策や在

宅勤務制度など多様なワークスタイルへの対応が要求されるなど、企業ではITセキュリティとユーザビリティを両

立したITソリューションが求められています。 

 これらのニーズに対応して、拡充した取扱商品の提供、ならびにITインフラの構築などシンクライアントソリュ

ーションに関連するサービスを積極的に進めました。今後の足がかりとして、デスクトップクラウドソリューショ

ンの強化を図りました。 

 これらの結果、ITインフラ事業の売上高は956百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益は39百万円（前年同期比

5.8％減）となりました。 

  

（ブロードバンド事業） 

 ブロードバンド事業においては、既存の事業の再構築を行い大型案件を受注した結果、国内子会社は大幅な増収

となりました。特に国内ブロードバンド事業では、これまでのノウハウを活かし、次世代のサービス（デジタル・

HDコンテンツ等）に対応し、かつ、コストパフォーマンスに優れている大規模映像配信事業者向け専用サーバーを

提供いたしました。今後もこのサーバーを利用したコンテンツの提供などのサービスを行ってまいります。 

 また、既存の事業であるブロードバンドサービスとの相乗効果が見込める領域においても、更なる収益を目指し

ております。 

 具体的には、電子コミックに関連したデジタルコンテンツ配信事業では、配信コミック数の増加や、ＰＣ、携帯

電話、新端末に対応できるようなコンテンツ提供を行っております。 

 マルチネットワーク型デジタルサイネージソリューション事業につきましては、市場のニーズに基づき改良を加

えたサービスを提供予定であります。 

 これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は966百万円（前年同期比68.7％減）、営業利益は136百万円（前年

同期は営業損失184百万円）となりました。 

 なお、売上高が減少した主な理由は、前年同期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd.を連結の範囲から除外したためであります。 

  

(トラベル事業）  

 平成22年2月10日付で、トラベル事業に属していた連結子会社の株式会社ジャパトラ当社保有株式の一部を譲渡

したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

 これに伴い、損益計算書につきましては、平成21年７月１日から平成21年12月31日までを連結しております。 

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
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 これらの結果、トラベル事業の売上高は513百万円（前年同期比31.0％減）、営業損失は29百万円（前年同期は

営業損失122百万円）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。 

 尚、消去又は全社の項目に含めた数値は、配賦不能であるため、以下の数値には反映しておりません。 

  

（アジア） 

 海外の事業を整理し、国内のコア事業を強化してきたことにより、アジアにおける売上高は2,211百万円（前年

同期比28.3％増）、営業利益166百万円（前年同期は営業損失157百万円）となりました。 

  

（北米） 

 北米の景気停滞が顕著であり、パソコン、プリンターなどのサービス提供を営むビジネスセンターサービスで

は、ホテル等における利用客数の大幅な減少など、依然と厳しい状況が続いております。 

 これらの結果、北米における売上高は225百万円（前年同期比92.4％減）、営業損失は20百万円（前年同期は営

業損失106百万円）となりました。 

 なお、売上高が減少した主な理由は、前年同期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive 

Entertainment Ltd.を連結の範囲から除外したためであります。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は3,424百万円となり、前連結会計年度末と比較して24百万円増加いたし

ました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は233百万円となり、前連結会計年度末と比較して6百万円増加いたしまし

た。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は3,190百万円となり、前連結会計年度末と比較して17百万円増加いたし

ました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の90.1％から91.1％になりました。 

  

キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は1,772百万円となり、

前連結会計年度末より802百万円減少いたしました。  

 これは主に、大型案件等にかかる売上債権の増加607百万円、投資有価証券の取得による支出336百万円があった

ことによるものであります。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりとな

ります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、473百万円（前年同期は842百万円の減少）となりました。主な要因といたしま

しては、税金等調整前四半期純利益42百万円や仕入債務の増加102百万円があったものの、売上債権の増加607百万

円があったこと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） 

 投資活動の結果減少した資金は、330百万円（前年同期は3百万円の減少）となりました。これは、主にGuest-

Tek Interactive Entertainment Ltd.株式の売却による収入103百万円、及び同社より貸付金の返済130百万円を受

けたたものの、投資有価証券の取得による支出336百万円、デジタルコンテンツ配信のための著作権等への支払200

百万円、株式会社ジャパトラ株式の売却による支出36百万円があったこと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） 

 財務活動の結果減少した資金は2百万円（前年同期は525百万円の減少）となりました。 

  

  

  通期の売上高につきましては、国内のコア事業を強化しており、平成22年3月17日公表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」のとおり、3,100百万円を見込んでおります。 

 営業利益につきましては、売上高の堅調な推移と、経営管理コスト削減により、10百万円を見込んでおります。 

 経常利益につきましては、為替相場の変動などを考慮し、△60百万円から△30百万円に修正いたします。 

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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 当期純利益につきましては、第3四半期連結累計期間における四半期純利益47百万円ではあるものの、平成22年5月

17日及び平成22年6月3日にリリースいたしました「子会社の異動及び特別損失の計上に関するお知らせ」を勘案し、

△15百万円から△130百万円に修正いたします。 

  

※本資料に記載されている業績見通し等につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は今後さまざまな要因により異なる可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

 なお、下記の通り連結の範囲の異動はありましたが、開示府令第19条第7項に規定する特定子会社には該当い

たしません。 

（1）新規 1社（社名 グロー・ブリッジ株式会社） 

 当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。  

（2）除外 1社（社名 株式会社ジャパトラ） 

 平成22年２月10日付で、株式会社ジャパトラ当社保有株式の一部を譲渡したため、当第３四半期連結会計期間

より連結の範囲から除外しております。 

  

１．簡便な会計処理  

・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高の算出に関しては、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する方法によっております。 

 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のみ正味売却価格を見積もり、切放し法

により簿価切下げを行う方法によっております。 

  

・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  

 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想やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

・連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合に

は、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しておりま

す。 

 連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性が乏しい

ときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消去しております。 

  

・未実現損益の消去 

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積もって

計算しております。 

 前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間から取引状況に大きな変化がないと認められる場合に

は、前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間で使用した損益率や合理的な予算制度に基づく損益

率を使用して算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 重要性が乏しい連結会社については、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化及びその他の

経営環境に著しい変化がないと認められ、かつ、当第３四半期財務諸表上の一時差異等の発生状況について大

幅な変動がないため、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会

計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

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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 なお、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」を一括し、「法人税等」として表示しておりま

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４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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,778,138 2,592,356

受取手形及び売掛金 746,755 201,356

商品及び製品 57,701 32,435

仕掛品 8,861 6,408

未収入金 359,348 380,147

その他 61,019 226,301

貸倒引当金 △336,069 △343,464

流動資産合計 2,675,756 3,095,540

固定資産   

有形固定資産 139,885 170,499

無形固定資産 205,336 2,919

投資その他の資産 403,422 131,255

固定資産合計 748,644 304,674

資産合計 3,424,401 3,400,215

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 164,353 81,665

未払法人税等 6,301 2,792

その他 44,609 108,275

流動負債合計 215,264 192,732

固定負債   

退職給付引当金 5,681 6,437

その他 12,750 28,060

固定負債合計 18,432 34,497

負債合計 233,696 227,230

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,632,040 5,632,040

資本剰余金 5,735,322 5,735,322

利益剰余金 △8,213,026 △8,274,495

株主資本合計 3,154,336 3,092,867

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △34,094 △28,565

評価・換算差額等合計 △34,094 △28,565

新株予約権 9,188 －

少数株主持分 61,274 108,683

純資産合計 3,190,704 3,172,984

負債純資産合計 3,424,401 3,400,215

-7-

株式会社エム・ピー・ホールディングス（3734）　平成22年７月期　第３四半期決算短信



（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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 4,706,649 2,436,703

売上原価 3,406,213 1,809,989

売上総利益 1,300,435 626,714

販売費及び一般管理費 1,821,461 613,248

営業利益又は営業損失（△） △521,026 13,465

営業外収益   

受取利息 41,435 17,946

その他 8,408 5,902

営業外収益合計 49,843 23,848

営業外費用   

支払利息 9,384 1,092

為替差損 416,719 24,779

貸倒引当金繰入額 59,724 －

その他 15,512 6,405

営業外費用合計 501,341 32,277

経常利益又は経常損失（△） △972,523 5,036

特別利益   

投資有価証券売却益 － 51,269

貸倒引当金戻入額 － 6,100

過年度事業税等 60,008 －

未払役員退職金債務消滅益 37,380 －

その他 691 258

特別利益合計 98,079 57,627

特別損失   

投資有価証券評価損 239,807 －

減損損失 45,692 1,530

のれん償却額 136,843 －

固定資産除却損 46,758 －

貸倒引当金繰入額 320,329 －

関係会社株式売却損 45,884 18,836

その他 31,710 －

特別損失合計 867,026 20,366

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（△）

△1,741,470 42,297

法人税等 △3,156 1,139

少数株主損失（△） △105,382 △6,647

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,632,931 47,805
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 1,535,296 1,040,783

売上原価 1,146,101 742,052

売上総利益 389,195 298,731

販売費及び一般管理費 521,001 176,973

営業利益又は営業損失（△） △131,806 121,757

営業外収益   

受取利息 6,816 2,238

為替差益 202,690 84,062

その他 1,694 1,107

営業外収益合計 211,202 87,408

営業外費用   

支払利息 5,466 267

貸倒引当金繰入額 1,907 －

営業外費用合計 7,374 267

経常利益 72,021 208,898

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,500

未払役員退職金債務消滅益 37,380 －

その他 △797 －

特別利益合計 36,582 1,500

特別損失   

投資有価証券評価損 115,073 －

減損損失 45,692 －

貸倒引当金繰入額 320,329 －

関係会社株式売却損 45,884 18,836

その他 23,609 －

特別損失合計 550,589 18,836

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（△）

△441,985 191,561

法人税等 △2,788 397

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21,168 11,100

四半期純利益又は四半期純損失（△） △418,028 180,063
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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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４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（△）

△1,741,470 42,297

減価償却費 209,140 59,392

減損損失 － 1,530

のれん償却額 287,508 2,295

株式報酬費用 － 9,188

受取利息及び受取配当金 △41,435 △17,946

支払利息 9,384 1,092

為替差損益（△は益） 199,689 △2,586

固定資産除却損 46,758 －

関係会社株式売却損益（△は益） 45,884 18,836

たな卸資産評価損 1,187 －

投資有価証券評価損益（△は益） 239,807 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △51,269

未払役員退職金債務消滅益 △37,380 －

売上債権の増減額（△は増加） △96,047 △607,398

未収収益の増減額（△は増加） 18,067 22,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,128 △28,203

前渡金の増減額（△は増加） 81,536 △10,671

前払費用の増減額（△は増加） 5,076 △792

未収入金の増減額（△は増加） △338,903 △129

仕入債務の増減額（△は減少） 66,735 102,226

未払金の増減額（△は減少） △49,855 5,003

前受金の増減額（△は減少） 14,788 △2,706

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,328 △5,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） 399,535 △225,577

破産更生債権等の増減額（△は増加） 934 220,201

その他 △93,641 △17,963

小計 △854,152 △486,432

利息及び配当金の受取額 23,254 16,856

利息の支払額 △9,097 △1,092

法人税等の支払額 △2,604 △2,554

営業活動によるキャッシュ・フロー △842,599 △473,223
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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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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 － △456,530

定期預金の払戻による収入 108,748 468,051

投資有価証券の売却による収入 － 103,288

有形固定資産の取得による支出 △80,170 △30,434

有形固定資産の売却による収入 2,079 1,484

無形固定資産の取得による支出 － △200,600

投資有価証券の取得による支出 － △336,307

新規連結子会社の取得による収入 － 19,550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△44,030 △36,794

貸付金の回収による収入 5,777 130,085

敷金の差入による支出 △16,850 △1,769

敷金及び保証金の回収による収入 5,022 3,000

その他 15,548 6,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,875 △330,388

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） △500,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 1,926 △2,884

少数株主への配当金の支払額 △26,955 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △525,028 △2,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168,717 3,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,540,220 △802,696

現金及び現金同等物の期首残高 4,099,666 2,575,153

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,559,445 1,772,457
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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８月１日 至 平成21年４月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30日） 

（注）１．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

３. 平成22年2月10日付で、トラベル事業に属していた連結子会社の株式会社ジャパトラ当社保有株式の一部を

譲渡したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

  これに伴い、損益計算書につきましては、平成21年７月１日から平成21年12月31日までを連結しておりま

す。 

４．従来、ブロードバンド事業で営んでいたトリプルプレイサービス（HSIA、VOD、VoIP）については、前年同

四半期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive Entertainment Ltd.を連結の範囲から除

外したため、主要なサービスではなくなっております。 

  これに伴い、損益計算書につきましては、平成20年７月１日から平成21年３月31日までを連結しておりま

す。 

５. 事業区分の方法の変更  

  前第３四半期連結累計期間  

   従来、事業の種類別セグメントの事業区分は、「HSIA事業」、「VOD事業」、「その他事業」の３区分と

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「ITインフラ事業」、「ブロードバンド事業」、「トラベ

ル事業」の３区分に変更いたしました。 

 当社グループは、平成21年７月期を新たな成長に向けた一年と位置づけ、持株会社移行へ向けた組織再編

（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〕

  
IT 

インフラ事業 
（千円） 

ブロードバン
ド事業 

（千円） 

トラベル事業
（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 
 871,968  3,089,958  744,722  4,706,649  －  4,706,649

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 20,530  －  －  20,530 ( )20,530  －

計  892,498  3,089,958  744,722  4,727,179 ( )20,530  4,706,649

営業利益又は営業損失

（△） 
 42,351  △184,430  △122,850  △264,929 ( )256,096  △521,026

  
IT 

インフラ事業 
（千円） 

ブロードバン
ド事業 

（千円） 

トラベル事業
（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 
 956,417  966,501  513,784  2,436,703  －  2,436,703

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 623,027  －  76  623,104 ( )623,104  －

計  1,579,445  966,501  513,860  3,059,807 ( ）623,104  2,436,703

営業利益又は営業損失

（△） 
 39,880  136,956  △29,212  147,624 ( ）134,158  13,465

ITインフラ事業 
・・・ 

シンクライアントソリューションなどの情報セキュリティ事業、企業シ

ステム基盤構築などのインフラソリューション事業。 

ブロードバンド事業 ・・・ 映像コンテンツの配信サービス。ビジネスセンターサービス。 

トラベル事業 ・・・ 旅行企画販売、MICE企画販売、出版広告事業  
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を実施いたしました。また、今後の市場環境と事業の成長性を勘案し、当社グループ内における事業間シナ

ジーの 大化を図りつつ、より効率的な経営資源の活用を促進するために、事業ポートフォリオの見直しに

ついても積極的に推進してまいりました。 

 これらの結果、個別の事業及び連結子会社を新たな事業セグメントにより捉え直すことが妥当であると判

断し、第１四半期連結会計期間より事業セグメントを変更いたしました。 

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４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．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

３. 平成22年2月10日付で、アジアに属していた連結子会社の株式会社ジャパトラ当社保有株式の一部を譲渡し

たため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

  これに伴い、損益計算書につきましては、平成21年７月１日から平成21年12月31日までを連結しておりま

す。 

４. 前年同四半期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive Entertainment Ltd.を連結の範囲

から除外したため、北米の区分からカナダを外しております。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕

  
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 1,723,040  2,983,608  4,706,649  －  4,706,649

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,723,040  2,983,608  4,706,649  －  4,706,649

営業損失（△）  △157,289  △106,812  △264,102 ( )256,923  △521,026

  
アジア 

（千円） 
北米 

（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 
 2,211,335  225,368  2,436,703  －  2,436,703

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,211,335  225,368  2,436,703  －  2,436,703

営業利益又は営業損失

（△） 
 166,326  △20,778  145,547 ( )132,082  13,465

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 

北米 ・・・ アメリカ 

〔海外売上高〕

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  22,995  2,983,608  3,006,604

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  4,706,649

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  0.5  63.4  63.9
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４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. 前年同四半期に連結の範囲に含めておりましたGuest-Tek Interactive Entertainment Ltd.を連結の範囲

から除外したため、北米の区分からカナダを外しております。 

３．海外売上高は、当社及び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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  30,469  225,368  255,837

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,436,703

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  1.3  9.2  10.5

アジア ・・・ 中華人民共和国 

北米 ・・・ アメリカ 

（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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