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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 413 1.1 △268 ― △344 ― △372 ―
21年12月期第3四半期 409 ― △311 ― △353 ― △405 ―

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3四半期 △2,092.40 ―
21年12月期第3四半期 △3,089.83 ―

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3四半期 387 202 48.7 944.54
21年12月期 566 417 72.9 2,618.30

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  188百万円 21年12月期  412百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 518 △10.8 △335 ― △410 ― △440 ― △2,397.61



(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  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 

（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ます。ただし、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手続きは終了しております。 

※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の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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる場合があります。 

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 ―社 （社名 ）、 除外 1社 （社名 ターボソリューション株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3Q 199,895株 21年12月期  131,985株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 177,997株 21年12月期3Q 124,087株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改

善がみられるなど、持ち直しの兆しはあるものの、なお自立性は弱く、失業率が高水準にあり厳しい状況が続

いております。 

 当社グループが属するオープンソースソフトウェアに関連した市場については、OSやWebブラウザだけではな

く多様なアプリケーションがオープンソース化されつつあることから順調に推移していくことが見込まれてお

ります。しかし、オープンソースソフトウェアは、制約条件として単価が安いことや、当社グループの主力製

品の一つであるクライアント向けLinuxOS市場は、無償ソフトの利用が進んでいる影響もあり、その成長に陰り

が見えております。 

 このような厳しい情勢のもと、当社グループは、前連結会計年度より、当社グループの 重要な事業ドメイ

ンとして、日本企業が中国のマーケットにおけるビジネスチャンスを 大限に生かすためのビジネスインフラ

を構築し、包括的なサービスを幅広く提供する事業（サービス事業）をスタートさせ、経営改善計画に沿い、

収益の改善と財務体質の強化を図るべく努めて参りました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は

千円（前年同四半期は営業損失90,628千円）、経常損失は 千円（前年同四半期は経常損失103,433

千円）、四半期純損失は 千円（前年同四半期は四半期純損失106,496千円）となりました。 

   

事業の種類別セグメントの業績（セグメント間内部取引消去前）は次のとおりであります。 

① サービス事業 

 当第３四半期連結会計期間は、中国上海万博開催を背景に、旅行事業部門の業績が順調に推移した結果、

売上高は98,022千円となり、営業損失は65,293千円となりました。  

 なお、セグメント別売上高及び営業利益情報は、当第１四半期連結会計期間より記載しておりますので、

前年同期比較は記載しておりません。 

② リナックス事業 

 当第３四半期連結会計期間は、前々四半期に普華基礎軟件股分有限公司と合弁会社を設立したことで、開

発リソースの共有により売上原価と販売費及び一般管理費の大幅削減が実現した結果、売上高は3,384千円と

なり、営業利益は2,698千円となりました。 

 なお、セグメント別売上高及び営業利益情報は、当第１四半期連結会計期間より記載しておりますので、

前年同期比較は記載しておりません。     

③ ソリューション事業 

 当第３四半期連結会計期間において、継続的に営業損失を計上していたソリューション事業部門を平成22

年９月１日付で売却いたしました。PHP事業部門は、経済不況が続くなか、新規顧客の開拓、価格政策の見直

し等により業績は順調に推移したため、売上高は30,633千円となり、営業損失は22,925千円となりました。 

 なお、セグメント別売上高及び営業利益情報は、当第１四半期連結会計期間より記載しておりますので、

前年同期比較は記載しておりません。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 売上高は47,583千円（前年同四半期比 ％減）となり、経営合理化を推進し、大幅にコスト削減

しましたが、営業損失は81,912千円（前年同四半期は営業損失102,790千円）となりました。 

② 中国 売上高は84,457千円（前年同四半期比 ％増）となり、その殆どがサービス事業の旅行事業部門

の売上であります。営業損失は3,607千円（前年同四半期は営業損失3,798千円）となりました。 

  

（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  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円減の 千円となりまし

た。流動資産は 千円減少し、固定資産は 千円減少しました。流動資産の減少の主な要因は現金及び

預金が 千円減少したことが大きく影響しております。固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産が

千円、その他無形固定資産が 千円増加しましたが、当初予定していた事業収益が著しく減少する見込

みとなったので、Shanghai CJ-LINX Co., Ltd.(Shanghai Turbolinux Software Inc.は平成22年３月23日に商号

変更しました。）ののれんを回収できる可能性がないものとして全額を減損損失として計上したため、当該減損

損失の計上等に伴うのれんの減少55,714千円及び持分法による投資損失を含む関係会社株式の減少38,068千円が

大きく影響しております。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 千円増の 千円となりました。流動負債は 千円増加し、

固定負債は 千円減少しました。流動負債の増加の主な要因は、未払金が 千円増加したことが大きく

影響しております。固定負債の減少の主な要因は、長期借入金返済のため、長期借入金が9,878千円減少したこ

とによるものであります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 千円減の 千円となりました。純資産の減少の主な要因は、

新株発行及び債務の株式化等により資本金及び資本剰余金が 千円増加したものの、四半期純損失

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

119,331 24.3

89,644 89,841

91,160

53.3

38.3

178,834 387,347

80,157 98,676

70,386

3,901 3,923

36,483 185,216 46,362

9,878 69,361

215,317 202,131

149,011 372,442
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千円を計上したことによるものであります。 

  

①キャッシュ・フローの状況 

当第３四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。）の残高は 千円とな

り、第２四半期連結会計期間末と比べ 千円増加いたしました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 千円（前年同期は 千円の支出）となりました。これは主とし

て、その他流動負債の増加による収入 千円がありましたが、税金等調整前四半期純損失の計上 千円

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） 

投資活動の結果得られた資金は 千円（前年同期は 千円の収入）となりました。これは主として、連

結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入8,853千円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） 

財務活動の結果得られた資金は 千円（前年同期は 千円の収入）となりました。これは主とし

て、短期借入金による収入 千円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の通期業績予想は、売上高518百万円、営業損失246百万円、経常損失410百万円、当期純損失440

百万円の見通しであり、平成22年8月11日に公表いたしました通期の業績予想を平成22年11月12日に修正しており

ます。詳細につきましては、平成22年11月12日付けにて公表しております「平成22年12月期通期業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

  

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間より、ターボソリューションズ株式会社は、全株式を譲渡したため、連結の範囲から

除いております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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率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。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の商品等のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末等の

実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。また、簿価切下げに関して、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却の方法に定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て減価償却費を計上しております。  

  

（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〕  

（四半期連結貸借対照表関係） 

  前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、負債

及び純資産の総額の100分の10を超えているため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。

なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払金」は 千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前連結会計年度において営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが４期継続して発生

しております。また、当第３四半期連結累計期間においても営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが継

続しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当

社グループは、当該状況を解消すべく、経営改善計画に沿って引き続き収益の改善と財務体質の強化を図り、継続

的に安定した経営を目指して参ります。   

24,634

1,821

28,756 217,192

34,147 91,294

9,800 1,502

21,743 215,181

20,000

２．その他の情報

41,694
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 ① コストの削減  

 具体的な方策として、普華基礎軟件股分有限公司と当社連結子会社ターボリナックス株式会社との共同開

発会社ターボシステムズ株式会社が前々四半期より正式稼働し、当社連結子会社ターボリナックス株式会社

の開発リソースの 適化を図ることにより、販売費及び一般管理費を削減しております。また、平成22年６

月30日付け「経営合理化の取り組みに関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、役員報酬の削減、赤

字事業の売却、賃貸スペースの縮小による家賃の削減等を行い、販売費及び一般管理費を削減しておりま

す。 

 ② 事業リソースの見直しと 適化   

 具体的な方策として、上記①にて記載いたしました普華基礎軟件股分有限公司とのＯＳ開発会社の共同運

営により、当社の連結子会社ターボリナックス株式会社の開発リソースの 適化を行い、収益性の改善に努

めております。 

 また、継続的に営業損失を計上していたターボソリューションズ株式会社を平成22年９月１日付で売却

し、収益性の改善に努めております。 

 ③ 事業ポートフォリオの整備 

 具体的な方策として、前連結会計年度より新たに開始いたしましたより付加価値の高いサービス事業（CJ-

LINX事業）の展開を積極的に行い、売上高の確保を図り、収益性の改善に努めております。 

 ④ 運転資金及び資金調達の確保 

 当社グループは、当第３四半期連結会計期間末において24,634千円の現金及び預金を保有し、財務面にお

きましては、自己資本比率が48.7％ありますが、今後、間接金融及び直接金融等の様々な資金調達方法を行

う手続きを進めております。今後も、さまざまな方策を通じた収益性の改善により、安定した営業キャッシ

ュ・フローを確保し、財務体質の強化を図って参ります。 

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。  

 なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,634 95,021 

売掛金 69,849 40,755 

たな卸資産 24,996 6,583 

その他 47,555 98,987 

貸倒引当金 △5,885 △38 

流動資産合計 161,150 241,308 

固定資産   

有形固定資産 10,941 7,039 

無形固定資産   

のれん 165,630 221,344 

その他 9,037 5,113 

無形固定資産合計 174,667 226,458 

投資その他の資産   

長期貸付金 16,000 16,000 

その他 25,825 76,709 

貸倒引当金 △1,237 △1,333 

投資その他の資産合計 40,588 91,376 

固定資産合計 226,197 324,873 

資産合計 387,347 566,182 
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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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 34,168 18,685 

短期借入金 － 6,765 

未払金 100,725 31,363 

未払法人税等 7,138 6,622 

前受金 10,709 39,001 

その他 32,474 36,415 

流動負債合計 185,216 138,854 

固定負債   

長期借入金 － 9,878 

固定負債合計 － 9,878 

負債合計 185,216 148,733 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,765,948 1,691,443 

資本剰余金 1,749,939 1,675,433 

利益剰余金 △3,328,141 △2,956,510 

株主資本合計 187,746 410,366 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 1,063 2,385 

評価・換算差額等合計 1,063 2,385 

新株予約権 1,338 4,697 

少数株主持分 11,983 － 

純資産合計 202,131 417,449 

負債純資産合計 387,347 566,182 
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 409,236 413,802 

売上原価 228,219 293,930 

売上総利益 181,017 119,871 

返品調整引当金繰入額 18 14 

返品調整引当金戻入額 13 － 

差引売上総利益 181,012 119,857 

販売費及び一般管理費 492,945 388,593 

営業損失（△） △311,933 △268,736 

営業外収益   

受取利息 105 252 

為替差益 2,068 － 

その他 1,047 1,490 

営業外収益合計 3,221 1,742 

営業外費用   

支払利息 － 1,056 

持分法による投資損失 43,638 46,473 

株式交付費償却 99 － 

増資関連費用 － 19,192 

その他 888 10,707 

営業外費用合計 44,626 77,429 

経常損失（△） △353,338 △344,423 

特別利益   

持分変動利益 － 32,218 

その他 － 1,713 

特別利益合計 － 33,931 

特別損失   

固定資産除却損 186 － 

減損損失 － 40,133 

特別退職金 37,548 － 

その他 7,187 20,727 

特別損失合計 44,921 60,860 

税金等調整前四半期純損失（△） △398,259 △371,352 

法人税、住民税及び事業税 7,531 2,000 

法人税等合計 7,531 2,000 

少数株主損失（△） － △910 

四半期純損失（△） △405,791 △372,442 
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 157,705 119,331 

売上原価 94,456 93,855 

売上総利益 63,248 25,476 

返品調整引当金繰入額 △298 14 

返品調整引当金戻入額 0 － 

差引売上総利益 63,547 25,461 

販売費及び一般管理費 154,176 115,106 

営業損失（△） △90,628 △89,644 

営業外収益   

受取利息 16 70 

その他 315 988 

営業外収益合計 331 1,058 

営業外費用   

支払利息 － 229 

持分法による投資損失 11,748 △2,705 

為替差損 1,355 3,827 

株式交付費償却 33 － 

その他 － △96 

営業外費用合計 13,137 1,255 

経常損失（△） △103,433 △89,841 

特別損失   

その他 △230 1,452 

特別損失合計 △230 1,452 

税金等調整前四半期純損失（△） △103,203 △91,294 

法人税、住民税及び事業税 3,293 457 

法人税等合計 3,293 457 

少数株主損失（△） － △591 

四半期純損失（△） △106,496 △91,160 
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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（△） △398,259 △371,352 

減価償却費 19,231 5,464 

のれん償却額 12,940 15,580 

株式交付費償却 99 － 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,073 6,179 

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △17,000 － 

受取利息 △105 △252 

支払利息 － 1,056 

持分法による投資損益（△は益） 43,638 46,473 

増資関連費用 － 17,047 

持分変動損益（△は益） － △32,218 

減損損失 － 40,133 

特別退職金 37,548 － 

固定資産除却損 186 － 

売上債権の増減額（△は増加） 7,204 △36,827 

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,244 △25,392 

前渡金の増減額（△は増加） － 45,276 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,583 18,734 

前受金の増減額（△は減少） △8,209 △16,310 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,777 △41,172 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,432 96,989 

その他 38,723 7,307 

小計 △263,620 △223,282 

利息の受取額 105 148 

利息の支払額 － △1,056 

特別退職金の支払額 △37,548 － 

法人税等の支払額 △8,977 △4,809 

営業活動によるキャッシュ・フロー △310,040 △228,999 

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 △3,366 △11,706 

無形固定資産の取得による支出 △2,437 △2,500 

無形固定資産の売却による収入 404 － 

長期前払費用の取得による支出 △147,430 － 

子会社株式の取得による支出 △3,000 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △246,997 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入 － 1,279 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入 － 8,853 

差入保証金の回収による収入 16,813 1,390 

差入保証金の差入による支出 △16,488 △1,126 

長期預け金の回収による収入 167,500 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △235,002 △3,809 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） － 50,000 

長期借入金の返済による支出 － △11,938 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 408,243 － 

株式の発行による収入 － 135,953 

少数株主からの払込みによる収入 － 9,482 

新株予約権の発行による収入 109,770 1,338 

新株予約権の買入消却による支出 △89,420 △4,686 

財務活動によるキャッシュ・フロー 428,592 180,148 

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △1,397 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,418 △54,057 

現金及び現金同等物の期首残高 269,942 95,021 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △918 △16,329 

現金及び現金同等物の四半期末残高 152,605 24,634 
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 当社グループは、前連結会計年度において営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが４期継続して発生

しております。また、当第３四半期連結累計期間においても営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが継

続しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当

社グループは、当該状況を解消すべく、経営改善計画に沿って引き続き収益の改善と財務体質の強化を図り、継続

的に安定した経営を目指して参ります。   

 ① コストの削減  

 具体的な方策として、普華基礎軟件股分有限公司と当社連結子会社ターボリナックス株式会社との共同開

発会社ターボシステムズ株式会社が前々四半期より正式稼働し、当社連結子会社ターボリナックス株式会社

の開発リソースの 適化を図ることにより、販売費及び一般管理費を削減しております。また、平成22年６

月30日付け「経営合理化の取り組みに関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、役員報酬の削減、赤

字事業の売却、賃貸スペースの縮小による家賃の削減等を行い、販売費及び一般管理費を削減しておりま

す。 

 ② 事業リソースの見直しと 適化   

 具体的な方策として、上記①にて記載いたしました普華基礎軟件股分有限公司とのＯＳ開発会社の共同運

営により、当社の連結子会社ターボリナックス株式会社の開発リソースの 適化を行い、収益性の改善に努

めております。 

 また、継続的に営業損失を計上していたターボソリューションズ株式会社を平成22年９月１日付で売却

し、収益性の改善に努めております。 

 ③ 事業ポートフォリオの整備 

 具体的な方策として、前連結会計年度より新たに開始いたしましたより付加価値の高いサービス事業（CJ-

LINX事業）の展開を積極的に行い、売上高の確保を図り、収益性の改善に努めております。 

 ④ 運転資金及び資金調達の確保 

 当社グループは、当第３四半期連結会計期間末において24,634千円の現金及び預金を保有し、財務面にお

きましては、自己資本比率が48.7％ありますが、今後、間接金融及び直接金融等の様々な資金調達方法を行

う手続きを進めております。今後も、さまざまな方策を通じた収益性の改善により、安定した営業キャッシ

ュ・フローを確保し、財務体質の強化を図って参ります。 

 しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。  

 なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社グループは、ソフトウェア関連事業として、Linuxプロダクト及びオープンソースを中心としたソリュ

ーション提供に関連する事業を主要な事業として営んでおり、当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セ

グメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  サービス事業 リナックス事業 ソリューション事
業 合計 消去又は全社 連結 

売上高（千円）  98,022  3,384  30,633   132,040  △12,708  119,331
営業利益(損失△)（千円）  △65,293  2,698  △22,925  △85,519  △4,124  △89,644
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社グループは、ソフトウェア関連事業として、Linuxプロダクト及びオープンソースを中心としたソリュ

ーション提供に関連する事業を主要な事業として営んでおり、当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セ

グメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類

別セグメント情報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22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

  
(注)1 事業区分の方法      事業は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 

2 各区分に属する主要なサービス 

3 事業区分の方法の変更   当社グループは、前連結会計年度より新規事業としてサービス事業をスタートしたことに伴い、事業区分の 
方法を上記のように変更いたしました。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

  

  サービス事業 リナックス事業 ソリューション事
業 合計 消去又は全社 連結 

売上高（千円）  306,069  73,761  116,906  496,737  △82,935  413,802
営業利益(損失△)（千円）  △183,557  △12,453  △59,590  △255,601  △13,135  △268,736

事業区分 主要サービス 
サービス事業  EC事業部門、環境事業部門、旅行事業部門、ファイナンス事業部門、派遣事業部門  
リナックス事業  ターボリナックスブランドのOS製品を開発販売する事業  
ソリューション事業  ソリューション事業部門、ＰＨＰ事業部門 

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

合計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 
  

売上高  101,994  61,063  163,057  △5,352  157,705  

営業利益（損失△）  △102,790  △3,798  △106,588  15,960  △90,628  

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

合計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 
  

売上高  47,583  84,457  132,040  △12,708  119,331  

営業利益（損失△）  △81,912  △3,607  △85,519  △4,124  △89,644  

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

合計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 
  

売上高    363,058    61,066  424,124  △14,887  409,236  

営業利益（損失△）  △328,815  △22,203  △351,018   39,085  △311,933  

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

合計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 
  

売上高    246,848    249,888  496,737  △82,935  413,802  

営業利益（損失△）  △249,237  △6,364  △255,601   △13,135  △268,736  

12



〔海外売上高〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  
当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  
前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

  

  

 当社は平成22年３月17日付にて株式会社百販ジャパンを割当先とする第三者割当増資を行いました。また、平成

22年９月24日付にて毎日通販投資有限公司を割当先とする第三者割当増資を行いました。この結果、当第３四半期

連結累計期間において、資本金及び資本準備金それぞれ72,500千円増加し、当第３連結会計期間末において資本金

が1,765,948千円、資本準備金が1,641,242千円となっております。 

  

  中国 合計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  61,063  61,063  

Ⅱ 連結売上高（千円）  157,705  157,705  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  38.7  38.7  

  中国 合計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  84,457  84,457  

Ⅱ 連結売上高（千円）  119,331  119,331  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  70.8  70.8  

  中国 合計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  61,066  61,066  

Ⅱ 連結売上高（千円）  409,236  409,236  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）      14.9    14.9  

  中国 合計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  249,888  249,888  

Ⅱ 連結売上高（千円）  413,802  413,802  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）      60.4    60.4  

（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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（１）経営管理上重要な指標の推移 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当

期）純損失であるため記載しておりません。 

  

４．補足情報

回次 
第16期 

第３四半期 
連結累計期間 

第17期 
第３四半期 
連結累計期間 

第16期 
第３四半期 
連結会計期間 

第17期 
第３四半期 
連結会計期間 

第16期 

会計期間 

自 平成21年 
１月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成22年 
１月１日 

至 平成22年 
９月30日 

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成22年 
７月１日 

至 平成22年 
９月30日 

自 平成21年 
１月１日 

至 平成21年 
12月31日 

売上高（千円）  409,236  413,802  157,705  119,331  581,676

経常損失（千円）  353,338  344,423  103,433  89,841  409,016

四半期（当期）純損失（千

円） 
 405,791  372,442  106,496  91,160  614,929

純資産額（千円） － －  610,752  202,131  417,449

総資産額（千円） － －  794,565  387,347  566,182

１株当たり純資産額（円） － －  3,972.76  944.54  2,618.30

１株当たり四半期（当期） 

純損失金額（円） 
 3,089.83  2,092.40  751.34  491.54  4,458.04

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額

（円） 

 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  76.2  48.7  72.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 △310,040  △228,999 － －  △403,537

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 △235,002  △3,809 － －  △237,517

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 428,592  180,148 － －  466,592

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高（千

円） 

－ －  152,605  24,634  95,021

従業員数（人） － －  71  36  80
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（２）生産、受注及び販売の状況 

当第３四半期連結会計期間の各項目を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。   

（１）生産実績 

（２）商品仕入実績 

（３）受注実績 

（４）販売実績 

(注)1 上記の金額には、消費等税は含まれておりません。 
     

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自平成22年７月１日  至平成22年９月30日） 

生産高（千円） 前年同期比（％） 

サービス業  －  －

リナックス事業  7,305  89.1

ソリューション事業  10,325  68.6

合計  17,631  75.8

区分 

当第３四半期連結会計期間 

（自平成22年７月１日  至平成22年９月30日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％) 

サービス業  77,871  147.1

リナックス事業  1,430  44.4

ソリューション事業  7,404  64.6

合計  86,706  128.2

区分 

当第３四半期連結会計期間 

（自平成22年７月１日  至平成22年９月30日） 
前年同期比

（％)  
受注高（千円） 受注残高（千円） 

サービス業  90,745  10,709  96.7

リナックス事業  3,231  －  17.1

ソリューション事業   25,920  8,116  38.8

合計  119,897  18,826  66.8

区分 

当第３四半期連結会計期間 

（自平成22年７月１日  至平成22年９月30日） 

販売高（千円） 前年同期比（％) 

サービス業  87,122  142.7

リナックス事業  3,307  13.9

ソリューション事業   28,901  39.7

合計  119,331  75.7
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