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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

・平成22年第2四半期の中間配当は、記念配当を含んでおり、資本剰余金を配当原資としております。詳細
は、後述の「5．資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 
  

・平成21年期末の配当金は、記念配当330円を含んでおります。 
  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日）

 (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12月期第２四半期 5,067（42.0） 1,318（165.0） 1,361 （123.1） 604（47.9）

21年12月期第２四半期 3,569 （－） 497 （－） 610 （－） 408 （－）

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12月期第２四半期 7,044 74 － －
21年12月期第２四半期 4,572 17 － －

 (2) 連結財政状態

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12月期第２四半期 17,388 5,255 29.9 60,103 35

21年12月期 13,325 4,720 35.1 54,655 97

(参考) 自己資本 22年12月期第２四半期 5,202百万円 21年12月期 4,682百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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12月期 － － 0 00 － － 1,000 00 1,000 00

22年12月期 － － 1,200 00

22年12月期(予想) － － 670 00 1,870 00

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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 10,000 32.7 2,400 87.9 2,400 72.0 1,100 15.3 12,765 12

kyamamoto
スタンプ



 

 
  （注） 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４ 「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規１社 (社名：プラネックス証券株式会社)、除外０社

  （注） 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

    （注） 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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12月期２Ｑ 96,575株 21年12月期 95,630株

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 10,019株 21年12月期 9,957株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 85,789株 21年12月期２Ｑ 89,358株

(注意事項)



  

  平成22年12月期第２四半期の配当のうち、資本剰余金を原資とする配当金の内訳は以下のとおりであ

ります。 

   

 
  （注１）記念配当の内訳 記念配当 1,200円00銭 

   （注２）純資産減少割合については、現在計算中であり確定次第開示いたします。 

  

  

5．資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

基準日 第２四半期配当金

１株当たり配当金 1,200円00銭

配当総額 103百万円
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気対策の効果により、個人消費や雇用情勢の

改善を背景に依然厳しい状況にあるものの、緩やかながら着実に持ち直してまいりました。 

 当社グループの属する情報通信・ネットワーク市場は、パーソナルコンピュータにとどまらず、ゲー

ム機器、家電といったあらゆるものがネットワークで繋がる時代に突入し、iPadといった新しい端末や

新型スマートフォン等のWiFi対応製品の爆発的な普及と、新しい通信技術により通信速度が向上する等

無線LAN環境が急速に拡大しつつあります。 

 こうした中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は好調に推移し、情報通信・ネットワ

ーク関連製品等事業につきましては、期初に予定していた製品化が計画通りに進みコンシューマ向け製

品の販売を中心に順調に推移してまいりました。  

 また、法人向け製品におきましても、ISP事業者様向けの無線ルータやWiFiルータ、ネットワークカ

メラ等の製品が堅調に推移してまいりました。  

 一方、金融サービス事業におきましても、顧客口座数及び預り残高が堅調に推移していることに加え

て、当第２四半期の為替の変動により市況が活発になり、売上高が増加いたしました。 

  

以上の状況において、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比42.0％増の5,067,673千円と

なりました。連結経常利益は前年同期比123.1％増の1,361,528千円、連結四半期純利益は前年同期比

47.9％増の604,362千円となりました。  

  

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。 

① 情報通信・ネットワーク関連製品等事業 

当事業部門におきましては、売上高は前年同期比42.6％増の2,067,182千円となりました。 

② 金融サービス事業 

当事業部門におきましては、売上高は前年同期比41.5％増の3,000,490千円となりました。 

  

なお、所在地別セグメントの業績につきましては、当連結会計年度より全セグメントの売上高の合計

及び全セグメントの資産の合計金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、

記載を省略しております。 

  

＜資産＞ 

資産合計は前連結会計年度末比4,063,055千円増の17,388,906千円であります。主な増減は、現金

及び預金は545,935千円増の2,532,428千円であります。売掛金は64,272千円減の673,611千円であり

ます。 

 一方、店頭外国為替証拠金取引については、前連結会計年度における「外国為替差入証拠金」に相

当する金額のうち、平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改

正する内閣府令」に基づき、これを「外国為替取引顧客区分管理信託」として独立掲記し、その他は

「差入保証金」及び「預金」に含めて記載しております。当第２四半期連結会計期間末の「外国為替

取引顧客区分管理信託」、「差入保証金」及び「預金」と、前連結会計年度における「外国為替差入

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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証拠金」の増減は、2,875,953千円の増加となっております。 

 詳細は、「２．その他の情報 (３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 (表示方法

の変更)」に記載のとおりであります。 

＜負債＞ 

 負債合計は前連結会計年度末比3,528,595千円増の12,133,854千円であります。主な増減を見てい

きますと、未払法人税等は536,235千円増の576,946千円であります。外国為替受入証拠金は、

2,045,130千円増の9,106,434千円であります。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、534,460千円増の5,255,051千円となりました。主な増減を見ていきますと、利益剰

余金は604,362千円増の2,191,784千円となりました。これは四半期純利益604,362千円が影響してお

ります。また、少数株主持分は14,695千円増の52,746千円となりました。 

  

平成22年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成22年7月27日に開示いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」で発表した数値から変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間より、プラネックス証券株式会社(旧社名：JAIC証券株式会社)を平成22年

４月７日において株式を取得したことから、平成22年４月１日をみなし取得日として新たに連結の範囲

に含めております。 

  

１．簡便な会計処理 

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

等の発生状況に著しい変化がないと認められているので、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。 

  

（会計処理の変更） 

１．顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 

平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に

基づき、当連結会計年度より、顧客から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金

融商品取引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業に関する内閣府令第143条第１項第１号に定める

金銭預託（顧客区分管理預託）により、自己の固有財産として管理しなければならず、店頭外国為替証

拠金取引に係る顧客からの預託金の区分管理方法は、信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭預

託へと一本化されております。 

  

２．「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12月

26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号

平成20年10月26日)を適用しております。 

  

（表示方法の変更） 

１．四半期連結貸借対照表関係 

前第２四半期連結会計期間における「外国為替差入証拠金」に相当する金額のうち、平成21年８月１

日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に基づき、平成22年

２月１日より、顧客から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭を、自己の固有財産と

区分して管理することとなったため、第１四半期連結会計期間より、これを「外国為替取引顧客区分管

理信託」として独立掲記し、その他は「差入保証金」及び「預金」に含めて記載しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年６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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,532,428 1,986,493

売掛金 673,611 737,883

製品 422,423 329,728

仕掛品 40,031 44,365

原材料及び貯蔵品 8,303 5,208

外国為替差入証拠金 － 7,667,011

外国為替取引顧客区分管理信託 7,000,558 －

差入保証金 2,873,673 －

支払差金勘定 2,415,584 983,132

繰延税金資産 154,465 252,965

その他 266,925 426,130

貸倒引当金 △33,592 △22,115

流動資産合計 16,354,412 12,410,803

固定資産

有形固定資産

建物 52,164 41,881

減価償却累計額 △17,426 △14,451

建物（純額） 34,738 27,430

車両運搬具 10,584 10,584

減価償却累計額 △7,735 △5,785

車両運搬具（純額） 2,848 4,798

工具、器具及び備品 616,696 578,514

減価償却累計額 △412,999 △333,143

工具、器具及び備品（純額） 203,697 245,371

建設仮勘定 183,750 －

有形固定資産合計 425,034 277,600

無形固定資産

ソフトウエア 110,730 114,499

のれん 11,638 －

その他 2,234 2,278

無形固定資産合計 124,603 116,777

投資その他の資産

投資有価証券 280,850 295,505

差入保証金 3,718 3,232

繰延税金資産 16,848 26,836

その他 226,032 238,595

貸倒引当金 △42,593 △43,499

投資その他の資産合計 484,856 520,669

固定資産合計 1,034,493 915,047

資産合計 17,388,906 13,325,850
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 842,114 646,116

短期借入金 － 150,000

1年内返済予定の長期借入金 3,996 3,996

未払法人税等 576,946 40,711

未払金 471,898 340,530

賞与引当金 5,456 8,143

返品調整引当金 5,015 4,027

外国為替受入証拠金 9,106,434 7,061,303

オプション負債 87,635 76,577

その他 860,988 134,498

流動負債合計 11,960,487 8,465,904

固定負債

長期借入金 109,509 111,840

関係会社整理損失引当金 10,328 22,974

負ののれん － 4,539

繰延税金負債 53,496 －

固定負債合計 173,333 139,354

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 33 －

特別法上の準備金 33 －

負債合計 12,133,854 8,605,259

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,067,229

資本剰余金 1,504,808 1,567,423

利益剰余金 2,191,784 1,587,422

自己株式 △352,133 △350,278

株主資本合計 5,434,747 4,871,796

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △91,834 △57,353

繰延ヘッジ損益 △51,976 △45,417

為替換算調整勘定 △88,630 △86,484

評価・換算差額等合計 △232,441 △189,255

少数株主持分 52,746 38,050

純資産合計 5,255,051 4,720,591

負債純資産合計 17,388,906 13,325,850
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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21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

製品売上高 1,449,237 2,067,182

金融収益 2,120,189 3,000,490

売上高合計 3,569,427 5,067,673

売上原価 1,474,059 1,958,217

売上総利益 2,095,368 3,109,456

返品調整引当金繰入額 8,305 5,004

返品調整引当金戻入額 6,843 4,027

差引売上総利益 2,093,906 3,108,478

販売費及び一般管理費

役員報酬 111,327 166,072

給料及び賞与 243,993 213,163

広告宣伝費 291,680 426,741

運賃 23,542 23,637

貸倒引当金繰入額 － 11,346

業務委託費 85,049 141,235

研究開発費 2,030 1,706

その他 838,824 806,561

販売費及び一般管理費合計 1,596,449 1,790,464

営業利益 497,456 1,318,013

営業外収益

受取利息及び配当金 1,830 1,736

為替差益 － 20,707

デリバティブ評価益 135,719 －

雑収入 3,485 25,760

営業外収益合計 141,034 48,203

営業外費用

支払利息 2,239 3,788

為替差損 24,360 －

雑損失 1,534 900

営業外費用合計 28,134 4,688

経常利益 610,357 1,361,528

特別利益

固定資産売却益 29,865 0

賞与引当金戻入額 － 4,601

貸倒引当金戻入額 2,577 －

前期損益修正益 3,995 －

関係会社整理損失引当金戻入額 － 94

負ののれん発生益 － 2,292

特別利益合計 36,439 6,990

プラネックスホールディング㈱（6784）　平成22年12月期　第2四半期決算短信

- 7 -



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 19,336 215

固定資産売却損 － 192

投資有価証券評価損 50,332 －

投資有価証券売却損 2,578 700

関係会社整理損 5,100 －

関係会社整理損失引当金繰入額 15,466 －

前期損益修正損 10,830 196

和解金 － 10,000

その他 1,365 648

特別損失合計 105,001 11,953

税金等調整前四半期純利益 541,784 1,356,566

法人税、住民税及び事業税 80,954 558,721

過年度法人税等 － 42,773

法人税等調整額 50,790 143,793

法人税等合計 131,744 745,287

少数株主利益 1,476 6,915

四半期純利益 408,563 604,362
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

製品売上高 724,140 1,067,841

金融収益 907,926 1,643,162

売上高合計 1,632,067 2,711,004

売上原価 713,480 1,025,055

売上総利益 918,586 1,685,948

返品調整引当金繰入額 － 213

返品調整引当金戻入額 301 －

差引売上総利益 918,887 1,685,735

販売費及び一般管理費

役員報酬 59,410 68,223

給料及び賞与 94,897 121,086

広告宣伝費 154,956 258,138

運賃 10,663 12,339

貸倒引当金繰入額 751 7,213

業務委託費 57,500 79,875

研究開発費 136 154

その他 373,323 423,642

販売費及び一般管理費合計 751,641 970,673

営業利益 167,246 715,061

営業外収益

受取利息及び配当金 672 1,092

為替差益 － 40,460

雑収入 2,189 25,345

営業外収益合計 2,861 66,898

営業外費用

支払利息 1,234 2,014

為替差損 14,144 －

デリバティブ評価損 20,117 －

雑損失 1,033 349

営業外費用合計 36,530 2,363

経常利益 133,577 779,597

特別利益

固定資産売却益 29,865 0

賞与引当金戻入額 － 14,296

投資有価証券評価損戻入益 30,262 －

前期損益修正益 3,995 －

負ののれん発生益 － 2,292

特別利益合計 64,123 16,589
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(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 18,154 215

固定資産売却損 － 192

投資有価証券売却損 2,578 700

関係会社整理損 5,100 －

関係会社整理損失引当金繰入額 15,466 －

たな卸資産評価損 1,365 －

前期損益修正損 － 3

和解金 － 10,000

その他 － 648

特別損失合計 42,666 11,760

税金等調整前四半期純利益 155,035 784,427

法人税、住民税及び事業税 17,777 411,931

法人税等調整額 △56,003 △18,312

法人税等合計 △38,226 393,619

少数株主利益 1,062 3,185

四半期純利益 192,198 387,621
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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21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６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 541,784 1,356,566

減価償却費 110,874 101,114

のれん償却額 4,799 5,903

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,785 10,722

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,270 △2,686

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,461 988

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 15,466 △12,646

受取利息及び受取配当金 △1,830 △1,736

支払利息 2,239 3,788

為替差損益（△は益） △34,984 191

有形固定資産売却損益（△は益） 134 191

有形固定資産除却損 18,154 113

無形固定資産売却損益（△は益） △30,000 －

無形固定資産除却損 1,182 102

投資有価証券売却損益（△は益） 2,578 700

投資有価証券評価損益（△は益） 50,332 －

子会社整理損 5,100 －

和解金 － 10,000

負ののれん発生益 － △2,292

前期損益修正損益（△は益） 6,835 196

デリバティブ評価損益（△は益） △135,719 －

売上債権の増減額（△は増加） 250,223 60,275

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,099 △91,890

仕入債務の増減額（△は減少） △144,832 197,639

未払金の増減額（△は減少） △13,161 129,224

顧客分別金の増減額（△は増加） 4,212,314 －

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

－ △7,000,558

差入証拠金の増減額（△は増加） 440,066 －

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） △5,800,196 7,667,011

預り証拠金の増減額（△は減少） △3,362,524 －

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 5,609,197 2,045,130

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,093,833 △1,432,451

その他 △26,937 915,323

小計 697,769 3,960,922

利息及び配当金の受取額 1,571 2,976

利息の支払額 △2,243 △3,788

和解金の支払額 － △10,000

法人税等の支払額 △499,050 △67,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,046 3,882,401
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６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 △112 －

投資有価証券の売却による収入 105,472 2,033

有形固定資産の取得による支出 △45,094 △233,225

有形固定資産の売却による収入 47 2

無形固定資産の取得による支出 △43,638 △11,551

短期貸付金の増減額（△は増加） 90 △4,663

差入保証金の差入による支出 － △2,873,673

敷金の差入による支出 △1,879 △6,185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △16,852

関係会社株式の取得による支出 － △1,348

その他 4,664 19,795

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,550 △3,125,668

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） 1,998 △150,000

長期借入れによる収入 37,003 －

長期借入金の返済による支出 － △2,331

社債の償還による支出 △15,000 －

株式の発行による収入 － 46,116

自己株式の取得による支出 △4,477 △1,854

配当金の支払額 △49,558 △84,359

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,034 △192,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,066 △18,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,628 545,935

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,092 1,951,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,404,720 2,497,204
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該当事項はありません。  

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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 各区分の主な製品 
 （１）情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ）、ハブ、スイッチングハブ、インテ

リジェントハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネ
ットワークカメラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、
VoIP、サーバ類（NAS)、携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク
構築・工事、ネットワーク保守サービス、その他 

 （２）金融事業・・・外国為替証拠金取引 
 ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配布不能営業費用（235,722千円）は、新会社から子会

社へ販売した工具器具備品の売上原価及び減価償却であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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 各区分の主な製品 
 （１）情報通信・ネットワーク関連製品等事業・・・NIC(LANアダプタ）、ハブ、スイッチングハブ、イン

テリジェントハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、
ネットワークカメラ、プリントサーバー、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルー
ター、VoIP、サーバー類（NAS)、携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネッ
トワーク構築・工事、ネットワーク保守サービス、その他 

 （２）金融事業・・・店頭外国為替証拠金取引、証券サービス業 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(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

1,449,237 2,120,189 3,569,427 ― 3,569,427

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

249,265 ─ 249,265 (249,265) ―

計 1,698,502 2,120,189 3,818,692 (249,265) 3,569,427

営業利益又は営業損失(△) △9,850 520,850 511,000 (13,543) 497,456

情報通信・ネッ
トワーク関連製
品等事業(千円)

金融事業
(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

2,068,292 2,999,380 5,067,673 ─ 5,067,673

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

521,124 1,110 522,234 (522,234) ─

計 2,589,417 3,000,490 5,589,908 (522,234) 5,067,673

営業利益 144,435 1,173,304 1,317,739 273 1,318,013
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２ 所在地別セグメント情報 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６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 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
        アジア・・・・・・・・・・・・台湾 

 ３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配布不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買に係る人
件費であり、金額は57,154千円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６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 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

       アジア・・・・・・台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、 
                インド、マレーシア 
       その他・・・・・・イギリス、イタリア、ポーランド、アメリカ 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

平成16年３月26日開催の定時株主総会決議において発行された平成13年改正旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権のうち、当第２四半期連結会計期間において、189個が

行使されたため、払込みを受け、当社株式945株を発行いたしました。この結果、当第２四半期連結会

計期間において資本金及び資本準備金がいずれも23,058千円増加し、当第２四半期連結会計期間末にお

いてそれぞれ、資本金が2,090,287千円、資本剰余金が1,504,808千円となっております。 

  

日本 
(千円)

アジア
(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

3,495,332 74,094 3,569,427 ― 3,569,427

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 160,770 160,770 (160,770) ―

計 3,495,332 234,864 3,730,197 (160,770) 3,569,427

営業利益又は営業損失(△) 556,219 △38,976 517,242 (19,786) 497,456

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 146,540 11,127 157,667

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 3,569,427

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

4.1 0.3 4.4

(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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