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1.  平成23年7月期第1四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成22年10月31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7月期第1四半期 555 △16.1 △6 ― △103 ― △105 ―
22年7月期第1四半期 661 △58.0 △63 ― △122 ― △108 ―

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7月期第1四半期 △1,954.09 ―
22年7月期第1四半期 △2,001.15 ―

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7月期第1四半期 3,164 2,836 89.2 52,184.70
22年7月期 3,239 2,980 90.4 54,137.82

（参考） 自己資本   23年7月期第1四半期  2,824百万円 22年7月期  2,930百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年7月期 ―
23年7月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計) 1,470 5.3 △40 ― △130 ― △130 ― △2,401.75

通期 3,560 9.3 △350 ― △540 ― △570 ― △10,530.78



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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きの対象外ですが、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に対するレビュー手続は終了しています。 

※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】P.３ 「（3）.連結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「２.その他」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 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7月期1Q 54,127株 22年7月期  54,127株
② 期末自己株式数 23年7月期1Q  ―株 22年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期1Q 54,127株 22年7月期1Q 54,076株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、海外経済の拡大や景気対策に支えられ、緩やかな回復基調

で推移しているものの、為替相場の急激な変動や企業の国内向け設備投資意欲の減少が続くなど、足元の景気は停

滞しております。 

このような状況の中、ITインフラ事業においてはシンクライアント、特にデスクトップソリューションにフォ

ーカスした事業展開を行い、金融、通信、公共マーケットに向けてソリューションの提供を実施いたしました。ブ

ロードバンド事業においては、電子コミック、業務用映画コンテンツサービスなど継続的な収入源の拡充に注力い

たしました。また事業領域拡大に向けた新たな施策として、スマートフォン＆スマートパッド向けプラットフォー

ム事業の展開を図り、収益モデルの転換に取り組みました。プラットフォーム事業とは、多様な電子書籍端末など

の携帯通信機器などで利用できるソフトウェアを、飲食店や美容院などの専門業種ごとのニーズに合わせて開発

し、法人向けに通信回線などとセットに販売する事業であります。 

以上の結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高555百万円（前年同四半期比16.1％減）、営業損失6百

万円（前年同四半期は営業損失63百万円）、経常損失103百万円（前年同四半期は経常損失122百万円）、四半期純

損失105百万円（前年同四半期は四半期純損失108百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（ITインフラ事業） 

高速通信データの普及により、社外でのビジネス活用が増えるだけでなく、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セキュリティーとユーザビリティを両立したITソリューションが求

められております。これらのニーズに対応した取扱製品の拡充、及びITインフラの構築、デスクトップソリューシ

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360百万円、営業利益は46百万円となりました。 

（ブロードバンド事業） 

電子デジタルコンテンツ配信事業において、電子コミックコンテンツの配信に加えて、業務用映画コンテンツ

サービスをホテルや集合住宅向けに展開いたしました。 

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、市場のニーズに対応したサー

ビスの提案を積極的に行ってまいりました。  

 これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は193百万円、営業損失は12百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

当第1四半期連結会計期間末の総資産は3,164百万円となり、前連結会計年度末と比較して75百万円減少いたし

ました。総資産の主な変動要因は、商品及び製品の増加165百万円があったものの、売掛金の減少263百万円による

ものであります。 

当第1四半期連結会計期間末の負債は327百万円となり、前連結会計年度末と比較して68百万円増加いたしまし

た。負債の主な変動要因は、買掛金の増加84百万円によるものであります。 

当第1四半期連結会計期間末の純資産は2,836百万円となり、前連結会計年度末と比較して143百万円減少いたし

ました。これは主に、四半期純損失105百万円の計上によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の90.4％から89.2％になりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第1四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1,804百万円となり、前

連結会計年度末より8百万円減少いたしました。 

当第1四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、次の通りとなります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、120百万円の増加（前年同四半期は186百万円の支出）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損失105百万円やたな卸資産の増加185百万円があったものの、売上債

権の減少237百万円、仕入債務の増加85百万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） 

投資活動の結果減少した資金は、66百万円（前年同四半期は700百万円の減少）となりました。これは、主にデ

ジタルコンテンツ配信のためのコンテンツ著作権等への支出29百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出25百万円があったことによるものであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループは、新経営体制のもと、事業を拡大し収益の源泉の多様化を図りまた継続的かつ安定的な収益モ

デルを早期に構築するため事業ポートフォリオの再構築を行います。あわせて今後におきましては、先行で費用が

発生するものの、将来に渡り安定的な収益を生むストックビジネスへ収益モデルを転換するため、スマートデバイ

スを主体とした事業に経営資源をシフトし、2016年以降を目標として売上高300億円の体制を構築してまいりま

す。 

  

当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は、ライフサイエンスコンピューティング株式会社が連結子会

社から持分法適用会社となったことにより当初予想を下回る見込みであります。 

営業利益は、スマートデバイスにかかる営業体制等基盤整備にかかる費用が発生するため当初予想を下回る見

込みであります。 

経常利益は、保有しておりました有価証券を売却したことに加えてドル資金をすべて円転し為替リスクを排除

したものの、円転が完了した時点までの為替差損が発生したことが主な要因となり前回発表を下回る見込みであり

ます。なお、第１四半期では89百万円の為替差損を計上しておりますが、ドル資金の円転に伴い約20百万円の為替

差益が生じるため当第2四半期連結累計期間での為替差損は70百万円を見込んでおります。 

四半期純利益は、経常利益と同様の理由により下回る見込みであります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、売上高は、スマートデバイスの提供など成長が見込まれる分野で事業展開

することにより前回発表予想を上回る見込みであります。 

営業利益は、上記の注力する分野における営業体制の構築並びに事業展開時の顧客獲得に伴うコスト等が先行

して発生するため前回発表予想を下回る見込みであります。 

経常利益は、営業利益と同様の理由により前回発表を下回る見込みであります。 

当期純利益は、今後、経営合理化に伴う費用が発生するため前回発表予想を下回る見込みであります。  

また、スマートデバイスにおける市場の成長スピードにあわせて基盤整備のための投資を行ってまいります。

  

※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。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 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合併による異動 

 平成22年8月1日をもって、株式会社MPTBB（当社の連結子会社）と株式会社エム・ピーBB（当社の連結子会社）

は、株式会社MPTBBを存続会社とする吸収合併方式により合併し、商号を株式会社フォーセット（当社の連結子会

社）に変更しております。 

②連結子会社から持分法適用関連会社への異動 

 平成22年9月14日付で、前連結会計年度において連結子会社でありましたライフサイエンスコンピューティング

株式会社の株式の一部を譲渡したため、持分法適用関連会社となっております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

  (a)棚卸資産の評価方法 

 当第１四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。 

  (b)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。 

２．その他の情報
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  (c)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。 

  (d)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１四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。 

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

  (a)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しています。 

 これによる経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  (b)資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第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。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,808,985 1,817,277

受取手形及び売掛金 449,575 713,231

商品及び製品 206,570 40,747

仕掛品 － 10,749

その他 41,941 66,925

貸倒引当金 △8,959 △8,959

流動資産合計 2,498,113 2,639,973

固定資産   

有形固定資産 60,433 57,636

無形固定資産 194,391 195,905

投資その他の資産   

投資有価証券 390,306 331,818

その他 21,589 14,545

投資その他の資産合計 411,896 346,363

固定資産合計 666,720 599,906

資産合計 3,164,834 3,239,879

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 287,834 203,016

未払法人税等 1,605 6,557

その他 33,533 44,806

流動負債合計 322,974 254,380

固定負債   

退職給付引当金 4,571 4,571

その他 298 298

固定負債合計 4,869 4,869

負債合計 327,843 259,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,632,972 5,632,972

資本剰余金 5,736,254 5,736,254

利益剰余金 △8,544,614 △8,438,845

株主資本合計 2,824,613 2,930,382

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △11 △63

評価・換算差額等合計 △11 △63

新株予約権 12,389 10,402

少数株主持分 － 39,908

純資産合計 2,836,990 2,980,629

負債純資産合計 3,164,834 3,239,879
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

売上高 661,411 555,023

売上原価 498,730 446,919

売上総利益 162,681 108,104

販売費及び一般管理費 225,838 114,975

営業損失（△） △63,157 △6,871

営業外収益   

受取利息 8,005 2,862

その他 3,570 862

営業外収益合計 11,576 3,724

営業外費用   

為替差損 69,046 89,047

持分法による投資損失 － 10,435

その他 1,913 398

営業外費用合計 70,959 99,881

経常損失（△） △122,541 △103,027

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,061 －

その他 258 －

特別利益合計 4,320 －

特別損失   

関係会社株式売却損 － 2,333

特別損失合計 － 2,333

税金等調整前四半期純損失（△） △118,220 △105,360

法人税等 △1,478 408

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △105,769

少数株主損失（△） △8,527 －

四半期純損失（△） △108,214 △105,769
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31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（△） △118,220 △105,360

減価償却費 22,438 13,342

株式報酬費用 520 1,986

受取利息及び受取配当金 △8,005 △2,862

支払利息 420 －

為替差損益（△は益） 15,071 62,332

関係会社株式売却損益（△は益） － 2,333

持分法による投資損益（△は益） － 10,435

売上債権の増減額（△は増加） △156,118 237,087

未収収益の増減額（△は増加） 21,697 2,433

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,052 △185,059

前渡金の増減額（△は増加） 5,759 △5,519

前払費用の増減額（△は増加） 1,417 634

未収入金の増減額（△は増加） △7,234 699

仕入債務の増減額（△は減少） 71,974 85,447

未払金の増減額（△は減少） 17,519 4,664

前受金の増減額（△は減少） △44,013 △437

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,551 △15,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223,593 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） 220,201 －

その他 △14,923 8,935

小計 △190,587 115,919

利息及び配当金の受取額 6,916 6,658

利息の支払額 △420 －

法人税等の支払額 △2,235 △2,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,327 120,448

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 －

有形固定資産の取得による支出 △24,930 △8,220

有形固定資産の売却による収入 1,370 －

無形固定資産の取得による支出 △83,325 △29,000

投資有価証券の取得による支出 △142,193 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ △25,825

敷金の差入による支出 △655 △3,121

その他 5,838 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △700,426 △66,167

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △994 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △994 －
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,678 △62,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △900,426 △8,292

現金及び現金同等物の期首残高 2,575,153 1,812,706

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,674,726 1,804,413
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 該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31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．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。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は45,374千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

   

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31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. 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。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は45,374千円であり、その主なものは、当

社の経営管理部門に係る費用であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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  263,691  129,177  268,543 661,411  ―  661,411

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 88,228  ―  76 88,304 （ ）88,304  ―

計  351,919  129,177  268,619 749,716 （ ）88,304  661,411

営業利益又は営業損失（△）  14,294  △12,441  △19,559 △17,706 （ ）45,451  △63,157

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  

  
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  577,492  83,918  661,411  ―  661,411

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  577,492  83,918  661,411  ―  661,411

営業損失（△）  △11,655  △6,127  △17,782 （ ）45,374  △63,157

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 

北米 ・・・ アメリカ 
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【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31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。 

  

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社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、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、持株会社制を導入しており、事業統括会社ごとに包括的な戦略を立案し、事業を展開しておりま

す。 

したがって当社グループは、各事業統括会社を基礎とし、製品・サービスに基づき「ITインフラ事業」、「ブロー

ドバンド事業」の２つを報告セグメントとしております。 

各事業の主な内容は以下のとおりであります。  

  

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  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年８月１日 至平成22年10月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおりま

す。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失(△）の調整額△35,705千円は、各報告セグメントに配分していない

全社費用△35,705千円であり、その主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,438  83,918  86,357

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  661,411

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  0.4  12.7  13.1

アジア ・・・ 中華人民共和国 

北米 ・・・ アメリカ 

 事業区分 主要な事業内容 

 ITインフラ事業 
・シンクライアントソリューション提供 

・ITインフラの構築 

 ブロードバンド事業 

・映像コンテンツの配信サービス及びクライアントからサーバまで映像配

信に必要なソリューションの開発とサービスの提供及び保守  

・固定回線やブロードバンド回線などの通信回線サービス、携帯電話等の

情報通信サービスの取次ぎ・販売、法人向けソリューションサービスの

提供  

  （単位：千円）

  

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 

ITインフラ 
事業 

ブロードバ
ンド事業 

  
計 

  

売上高             

外部顧客への売

上高 
 360,248  193,845  554,094 929 555,023 －  555,023

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 166,299  －  166,299 － 166,299  △166,299 － 

計  526,547  193,845  720,393 929 721,323  △166,299  555,023

セグメント利益又

はセグメント損失

(△） 

 46,231  △12,524  33,706 △4,872 28,833  △35,705  △6,871
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３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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） 

 当第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。  

  

  

（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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