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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,715 △25.5 68 117.8 8 ― △35 ―
22年3月期第2四半期 4,988 11.4 31 △68.5 △18 ― △31 ―

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

23年3月期第2四半期 △235.15 ―
22年3月期第2四半期 △205.51 ―

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

23年3月期第2四半期 10,689 4,427 35.0 24,549.83
22年3月期 11,252 4,657 34.0 25,093.55

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,741百万円 22年3月期  3,821百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 300.00 300.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 300.00 300.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,000 △21.5 300 138.3 200 702.9 80 ― 520.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を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  無  
（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 

（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）２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.３「その他」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 株式会社翔泳社アカデミー ）、 除外 1社 （社名 株式会社クラスエイ ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 186,368株 22年3月期  186,368株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  33,972株 22年3月期  34,077株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 152,291株 22年3月期2Q 152,291株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などの新興国の経済的成長に支えられた輸出や
エコ減税効果などにより緩やかな回復基調で推移いたしましたが、期間後半は円高の進行などを背景に、
景気の先行きに不透明感が広がりました。 
このような状況下、当第２四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3,715百万円

(前年同期比25.5％減)、営業利益68百万円(前年同期比117.8％増)、経常利益８百万円(前年同期は経常損
失18百万円)、四半期純損失35百万円(前年同期比４百万円損失増)となりました。 
セグメント別の業績については以下の通りです。なお、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報

等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しておりま
す。これによる事業区分へ与える影響は軽微なため、前年同期比較を行っております。 
出版事業におきましては、既刊本や広告収入中心に売上が回復基調なものの、引き続き利益体質重視の

方針から新刊点数を絞ったことなどにより、売上高は1,350百万円(前年同期比8.4％減)となりました。営
業利益は156百万円(前年同期比0.5％増)とほぼ前年同期並みの利益となりました。 
コーポレートサービス事業におきましては、引き続き外資系クライアントなどの販促予算抑制の影響を

受けて売上高は409百万円(前年同期比11.4％減)となりました。営業利益は、コスト削減などの取組み強
化により24百万円(前年同期比87.7％増)と増益になりました。 
ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、不採算であった(株)ＳＥメディアパートナーズ（現

アキナジスタ(株)）を本年５月に連結範囲から除外したことを主因に、売上高は552百万円(前年同期比
64.2％減)と減収になりました。営業利益は、前年同期に計上した(株)ＳＥメディアパートナーズ（現ア
キナジスタ(株)）の営業赤字要因がなくなり、ＳＥモバイル・アンド・オンライン(株)のモバイル関連事
業及び(株)ゲームグースのゲームセンター運営事業が順調なことなどにより、37百万円(前年同期比
713.5％増)と大幅増益になりました。 
インターネットカフェ事業におきましては、個人消費の低迷は一段落したものの期間後半からの完全会

員制導入などの影響で売上高は836百万円(前年同期比5.9％減)と微減になりました。営業利益は、継続的
なコスト削減努力や減価償却費減少などにより９百万円(前年同期は営業損失17百万円)と大幅に改善いた
しました。 
教育・人材事業におきましては、人材紹介・派遣事業売上の減少などにより、売上高は566百万円(前年

同期比8.7％減)となりました。損益面では、(株)システム・テクノロジー・アイにおいてカスタマイズ案
件対応やバージョンアップの為の外注費、及び海外展開を踏まえた先行開発費用が増加したことなどによ
り、営業損失34百万円(前年同期比損失32百万円増)となりました。 
  

当第２四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613百万円減少及び仕掛品131百
万円増加を主因に、前連結会計年度末比562百万円減の10,689百万円となりました。負債については、
買掛金101百万円減少及び有利子負債141百万円減少を主因に、前連結会計年度末比331百万円減の6,262
百万円となりました。純資産については、少数株主持分153百万円減少及び利益剰余金80百万円減少を
主因に、前連結会計年度末比230百万円減の4,427百万円となりました。 

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。)は、3,046百万
円と前連結会計年度末比72百万円の減少(前年同期は41百万円の減少)となりました。 
営業活動の結果得られた資金は344百万円(前年同期比32.8％減)となりました。収入の主な内訳は、

売上債権の減少496百万円及び減価償却費130百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加249
百万円及び税金等調整前四半期純損失60百万円であります。 
投資活動の結果使用した資金は219百万円(前年同期比38.3％増)となりました。収入の主な内訳は、

貸付金の回収による収入35百万円であり、支出の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
却による支出152百万円であります。 
財務活動の結果使用した資金は194百万円(前年同期比50.3％減)となりました。収入の主な内訳は、

社債の発行による収入213百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出340百万円でありま
す。 
  

平成23年３月期の連結業績予想は、平成22年10月29日に公表しました連結業績予想に変更はありませ
ん。 

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

 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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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①当第２四半期連結会計期間において、株式譲受により平成22年７月15日付で子会社化した以下の会社

が、新たに提出会社の関係会社になりました。 

 
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。 

２．「議決権の所有（又は被所有割合）」欄の（内書）は間接所有割合であります。 

  

②当第２四半期連結会計期間において、当社は、当社本社ビルの不動産管理事業を行っておりました株式

会社クラスエイ（連結子会社）を平成22年９月１日付で吸収合併したため、同社は関係会社に該当しな

くなりました。 

  

該当事項はありません。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。 

 この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は１百万円それぞれ減少し、税

金等調整前四半期純損失は12百万円増加しております。 

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四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）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）、「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12月26日）を適用しております。 

③表示方法の変更（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」

の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

名称 住所
資本金又は
出資金 

（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所
有(又は被
所有)割合

(％)

関係内容

（連結子会社） 
株式会社翔泳社アカデミー 大阪府大阪市 10 出版事業

100.0 
(100.0) 役員の兼任あり

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,299 3,372

受取手形及び売掛金 1,457 2,070

有価証券 20 20

商品及び製品 1,120 998

仕掛品 265 133

原材料及び貯蔵品 13 15

繰延税金資産 99 87

その他 116 149

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 6,389 6,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,867 1,850

減価償却累計額 △618 △563

建物及び構築物（純額） 1,248 1,286

土地 1,089 1,089

その他 1,017 1,122

減価償却累計額 △869 △938

その他（純額） 148 184

有形固定資産合計 2,486 2,560

無形固定資産

のれん 473 457

その他 142 184

無形固定資産合計 615 642

投資その他の資産

投資有価証券 246 247

敷金及び保証金 528 542

繰延税金資産 260 238

その他 191 212

貸倒引当金 △27 △35

投資その他の資産合計 1,198 1,205

固定資産合計 4,300 4,408

資産合計 10,689 11,252
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 559 660

1年内償還予定の社債 1,209 1,132

短期借入金 1,441 1,330

未払法人税等 30 57

賞与引当金 69 75

返品調整引当金 150 159

その他 438 524

流動負債合計 3,898 3,940

固定負債

社債 1,650 1,848

長期借入金 396 527

退職給付引当金 196 188

役員退職慰労引当金 71 69

資産除去債務 28 －

再評価に係る繰延税金負債 9 9

その他 11 11

固定負債合計 2,363 2,654

負債合計 6,262 6,594

純資産の部

株主資本

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,937 1,938

利益剰余金 1,189 1,270

自己株式 △788 △790

株主資本合計 3,745 3,824

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △18 △16

土地再評価差額金 14 14

評価・換算差額等合計 △4 △2

新株予約権 4 1

少数株主持分 681 834

純資産合計 4,427 4,657

負債純資産合計 10,689 11,252
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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：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 4,988 3,715

売上原価 3,576 2,557

売上総利益 1,411 1,158

返品調整引当金戻入額 51 8

差引売上総利益 1,463 1,166

販売費及び一般管理費 1,431 1,098

営業利益 31 68

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 7 0

投資有価証券売却益 0 0

負ののれん償却額 7 0

その他 4 5

営業外収益合計 21 6

営業外費用

支払利息 40 37

持分法による投資損失 3 2

その他 27 27

営業外費用合計 71 66

経常利益又は経常損失（△） △18 8

特別利益

固定資産売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 2 －

持分変動利益 0 0

特別利益合計 2 1

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 1

投資有価証券評価損 0 1

貸倒引当金繰入額 10 －

店舗閉鎖損失 5 －

事業撤退損 43 －

子会社株式売却損 － 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

特別損失合計 59 70

税金等調整前四半期純損失（△） △75 △60

法人税、住民税及び事業税 33 19

法人税等調整額 △13 △19

法人税等合計 19 △0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △60

少数株主損失（△） △63 △24

四半期純損失（△） △31 △35
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,391 1,860

売上原価 1,719 1,286

売上総利益 671 574

返品調整引当金繰入額 － 11

返品調整引当金戻入額 4 －

差引売上総利益 675 562

販売費及び一般管理費 707 550

営業利益又は営業損失（△） △31 12

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 3 0

その他 3 3

営業外収益合計 8 4

営業外費用

支払利息 19 18

社債発行費 13 6

持分法による投資損失 1 0

その他 8 12

営業外費用合計 42 38

経常損失（△） △66 △21

特別利益

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 0 －

貸倒引当金繰入額 10 －

店舗閉鎖損失 5 －

事業撤退損 43 －

特別損失合計 59 1

税金等調整前四半期純損失（△） △124 △23

法人税、住民税及び事業税 △19 17

法人税等調整額 8 △17

法人税等合計 △10 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △23

少数株主損失（△） △47 △13

四半期純損失（△） △66 △10
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △75 △60

減価償却費 194 130

長期前払費用償却額 18 13

固定資産除却損 1 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

投資有価証券評価損益（△は益） 0 1

子会社株式売却損益（△は益） － 55

のれん償却額 24 15

負ののれん償却額 △7 △0

社債発行費 13 6

店舗閉鎖損失 5 －

事業撤退損失 43 －

持分法による投資損益（△は益） 3 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △0

返品調整引当金の増減額（△は減少） △51 △8

受取利息及び受取配当金 △8 △1

支払利息 40 37

為替差損益（△は益） 3 3

売上債権の増減額（△は増加） 526 496

たな卸資産の増減額（△は増加） △78 △249

仕入債務の増減額（△は減少） △60 22

未払消費税等の増減額（△は減少） △8 △26

未収消費税等の増減額（△は増加） 0 －

その他 △23 △43

小計 579 398

利息及び配当金の受取額 9 1

利息の支払額 △40 △39

法人税等の支払額 △63 △44

法人税等の還付額 22 24

補償金の受取額 5 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 512 344
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（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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 △43 △20

有形固定資産の売却による収入 3 1

投資有価証券の取得による支出 △88 △17

投資有価証券の売却による収入 11 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △57

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △152

無形固定資産の取得による支出 △42 △14

長期前払費用の取得による支出 △3 △0

貸付金の回収による収入 － 35

敷金及び保証金の差入による支出 △2 －

敷金及び保証金の回収による収入 5 3

預り保証金の返還による支出 － △1

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △158 △219

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） △39 125

長期借入れによる収入 100 －

長期借入金の返済による支出 △149 △146

社債の発行による収入 436 213

社債の償還による支出 △665 △340

新株予約権の発行による収入 － 2

自己株式の取得による支出 △21 －

新株予約権行使による収入 － 1

配当金の支払額 △45 △45

少数株主への配当金の支払額 △7 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △391 △194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41 △72

現金及び現金同等物の期首残高 2,993 3,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,952 3,046
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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）を当第１四

半期連結会計期間より適用し、当第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２四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。 

 なお、工事進行基準を適用した開発案件は、当第２四半期連結会計期間末までに完了しているため、これに

よる当第２四半期連結累計期間に与える影響はありません。 

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２四半期連結累計期間の教育・人材事業に係る売上高は

７百万円減少し、営業損失は６百万円増加しております。 

(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】

前第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)

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

1,473 462 1,541 888 619 1 4,988 ― 4,988

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

44 0 114 0 26 7 194 (194) ―

計 1,517 462 1,656 889 646 9 5,182 (194) 4,988

営業利益又は 

営業損失(△)
156 12 4 △17 △2 1 155 (124) 31

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ＰＲ/

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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

 当社グループは、取り扱う製品・サービス別の事業子会社から構成されており、各事業子会社は取り

扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業子会社を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「出版事業」、「コーポレートサービス事業」、「ソフトウェア・ネットワーク事業」、「インターネ

ットカフェ事業」及び「教育・人材事業」の５つを報告セグメントとしております。 

報告セグメント別の事業内容は、下記のとおりであります。 

 
  

【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４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第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)

【セグメント情報】

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ＰＲ/

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、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
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

 
(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社本社ビルの不動産管理

事業を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△126百万円には、セグメント間の内部取引又は振替高消去24百万円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△151百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属

しない当社の売上原価及び一般管理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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22年４月１日 至 平成22年９月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他

(注)１

合計 

 

調整額 

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３
出版

コーポ 

レート 

サービス

ソフト 

ウェア・ 

ネット 

ワーク

インター 

ネット 

カフェ

教育・ 

人材
計

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

1,350 409 552 836 566 3,714 1 3,715 ― 3,715

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

26 0 60 ― 18 106 6 112 △112 ─

計 1,376 410 613 836 584 3,820 7 3,828 △112 3,715

セグメント利益

又はセグメント

損失(△)

156 24 37 9 △34 193 1 195 △126 68

(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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