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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 5,944 △26.1 213 △23.5 117 △41.9 22 △71.2
22年3月期第3四半期 8,038 4.1 279 △22.5 202 △32.5 79 △7.4

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3四半期 149.78 149.52
22年3月期第3四半期 523.16 ―

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3四半期 11,056 4,551 35.1 24,643.31
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3四半期  3,877百万円 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  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  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。）

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3Q 186,368株 22年3月期  186,368株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  29,043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3Q 153,316株 22年3月期3Q 152,291株
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当第３四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企業収益に一部回復の兆しがみられるものの、長引く円高・デフレ傾向により雇
用情勢は依然厳しく、個人消費の低迷もあり、景気回復への動きは足踏み状態となっております。 
このような状況下、当第３四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5,944百万円

(前年同期比26.1％減)、営業利益213百万円(前年同期比23.5％減)、経常利益117百万円(前年同期比
41.9％減)、四半期純利益22百万円(前年同期比71.2％減)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、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や、当第３四半期会

計期間後半における書籍実売高が計画を下回ったことなどにより、売上高は2,441百万円(前年同期比
12.7％減)、セグメント利益は338百万円(前年同期比16.3％減)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613百万円(前年同期比14.6％減)、セグメント利益は33百万円(前年同期比18.9％減)とな
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)）を昨年５月に連結範囲から除外したことを主因に、売上高は826百万円(前年同期比
63.0％減)と減収になりました。セグメント利益は、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
事業が堅調に推移したこと、ソーシャルアプリやスマートフォン関連受託が増加してきたこと、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の要因により、70百万円(前年同期比1,923.5％
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、個人消費の低迷などにより売上高は1,231百万円(前年同期

比6.4％減)と微減になりました。セグメント利益は、継続的なコスト削減努力や新規出店を控えたことに
よる減価償却費減少の一方、第３四半期会計期間における既存店舗内装充実のためのコスト発生などによ
り１百万円(前年同期はセグメント損失23百万円)となりました。 
教育・人材事業におきましては、人材紹介・派遣事業売上やＥラーニングコンテンツ売上の減少などに

より、売上高は829百万円(前年同期比14.3％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ための外注費、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、セグメント損失44百万円(前年同期はセグメント利益34百万円)と
なりました。 
  

当第３四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231百万円減少並びに商品及び
製品98百万円増加を主因に、前連結会計年度末比196百万円減の11,056百万円となりました。負債につ
いては、買掛金144百万円減少及び返品調整引当金53百万円増加を主因に、前連結会計年度末比89百万
円減の6,505百万円となりました。純資産については、少数株主持分165百万円減少及び自己株式処分
116百万円を主因に、前連結会計年度末比106百万円減の4,551百万円となりました。 

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。)は、3,154百万
円と前連結会計年度末比35百万円の増加(前年同期は10百万円の減少)となりました。 
営業活動の結果得られた資金は343百万円(前年同期比31.1％減)となりました。収入の主な内訳は、

減価償却費198百万円及び売上債権の減少114百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加109
百万円及び法人税等の支払額67百万円であります。 
投資活動の結果使用した資金は306百万円(前年同期比49.2％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152百万円及び投資有価証券の取得による支出79百万円であります。 
財務活動の結果得られた資金は２百万円(前年同期は300百万円の使用)となりました。収入の主な内

訳は、社債の発行による収入548百万円及び短期借入金の純増438百万円であり、支出の主な内訳は、社
債の償還による支出928百万円であります。 
  

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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該当事項はありません。 

  

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３四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利益は13百万円減少しております。 

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３四

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（△）」、当第３四半期連結会計期間では

「少数株主損益調整前四半期純利益」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

(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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,408 3,372

受取手形及び売掛金 1,839 2,070

有価証券 20 20

商品及び製品 1,096 998

仕掛品 146 133

原材料及び貯蔵品 15 15

繰延税金資産 141 87

その他 137 149

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 6,800 6,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,868 1,850

減価償却累計額 △647 △563

建物及び構築物（純額） 1,220 1,286

土地 1,089 1,089

その他 1,023 1,122

減価償却累計額 △891 △938

その他（純額） 131 184

有形固定資産合計 2,442 2,560

無形固定資産

のれん 468 457

その他 131 184

無形固定資産合計 599 642

投資その他の資産

投資有価証券 293 247

敷金及び保証金 522 542

繰延税金資産 246 238

その他 178 212

貸倒引当金 △27 △35

投資その他の資産合計 1,214 1,205

固定資産合計 4,256 4,408

資産合計 11,056 11,252
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 516 660

1年内償還予定の社債 1,052 1,132

短期借入金 1,568 1,330

未払法人税等 80 57

賞与引当金 35 75

返品調整引当金 212 159

その他 511 524

流動負債合計 3,977 3,940

固定負債

社債 1,570 1,848

長期借入金 638 527

退職給付引当金 200 188

役員退職慰労引当金 72 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 8 11

固定負債合計 2,527 2,654

負債合計 6,505 6,594

純資産の部

株主資本

資本金 1,406 1,406

資本剰余金 1,904 1,938

利益剰余金 1,248 1,270

自己株式 △673 △790

株主資本合計 3,885 3,824

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △22 △16

土地再評価差額金 14 14

評価・換算差額等合計 △8 △2

新株予約権 4 1

少数株主持分 669 834

純資産合計 4,551 4,657

負債純資産合計 11,056 11,252
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,038 5,944

売上原価 5,615 4,025

売上総利益 2,422 1,918

返品調整引当金繰入額 32 53

差引売上総利益 2,389 1,865

販売費及び一般管理費 2,109 1,651

営業利益 279 213

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 7 0

投資有価証券売却益 1 0

負ののれん償却額 11 0

その他 6 6

営業外収益合計 27 9

営業外費用

支払利息 60 56

社債発行費 － 21

持分法による投資損失 13 1

その他 31 26

営業外費用合計 105 106

経常利益 202 117

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 0 －

持分変動利益 0 0

特別利益合計 1 1

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 9 8

投資有価証券評価損 0 5

ゴルフ会員権評価損 － 6

貸倒引当金繰入額 10 －

店舗閉鎖損失 4 －

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 66 87

税金等調整前四半期純利益 136 32

法人税、住民税及び事業税 139 91

法人税等調整額 △13 △45

法人税等合計 125 45

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △13

少数株主損失（△） △68 △36

四半期純利益 79 22

-6-

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成23年３月期　第３四半期決算短信



【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 3,049 2,228

売上原価 2,039 1,467

売上総利益 1,010 760

返品調整引当金繰入額 84 61

差引売上総利益 926 698

販売費及び一般管理費 679 553

営業利益 246 145

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 0 0

投資有価証券売却益 0 －

持分法による投資利益 － 0

負ののれん償却額 3 0

その他 2 1

営業外収益合計 7 3

営業外費用

支払利息 19 19

社債発行費 － 15

持分法による投資損失 10 －

その他 3 6

営業外費用合計 33 40

経常利益 220 108

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 8 6

投資有価証券評価損 － 3

ゴルフ会員権評価損 － 6

特別損失合計 8 16

税金等調整前四半期純利益 212 92

法人税、住民税及び事業税 105 71

法人税等調整額 0 △26

法人税等合計 105 45

少数株主損益調整前四半期純利益 － 46

少数株主損失（△） △4 △12

四半期純利益 110 58

-7-

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成23年３月期　第３四半期決算短信



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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利益 136 32

減価償却費 294 198

長期前払費用償却額 25 19

固定資産除却損 9 8

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 5

子会社株式売却損益（△は益） － 55

ゴルフ会員権評価損 － 6

のれん償却額 36 24

負ののれん償却額 △11 △0

社債発行費 13 21

店舗閉鎖損失 4 －

事業撤退損失 43 －

持分法による投資損益（△は益） 13 1

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） 1 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △34

返品調整引当金の増減額（△は減少） 32 53

受取利息及び受取配当金 △8 △2

支払利息 60 56

為替差損益（△は益） 3 3

売上債権の増減額（△は増加） △133 114

たな卸資産の増減額（△は増加） 44 △109

仕入債務の増減額（△は減少） 54 △20

未払消費税等の増減額（△は減少） 8 △15

未収消費税等の増減額（△は増加） 0 －

その他 21 5

小計 627 432

利息及び配当金の受取額 8 2

利息の支払額 △55 △53

法人税等の支払額 △111 △67

法人税等の還付額 22 24

補償金の受取額 6 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 498 343
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 △119 △36

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 △120 △79

投資有価証券の売却による収入 48 10

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 △62 △30

長期前払費用の取得による支出 △4 △4

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 △9 －

敷金及び保証金の回収による収入 58 8

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 △205 △306

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） 151 438

長期借入れによる収入 100 300

長期借入金の返済による支出 △211 △389

社債の発行による収入 436 548

社債の償還による支出 △702 △928

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 － 82

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 △300 2

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） △10 35

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 2,983 3,154

-9-

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成23年３月期　第３四半期決算短信



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）を第１四半

期連結会計期間より適用し、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３四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。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間のソフトウェア・ネットワーク事

業及び教育・人材事業に係る売上高は各々18百万円及び24百万円増加し、営業利益は各々５百万円及び10百万

円増加しております。 

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３四半期連結累計期間の教育・人材事業に係る売上高は

６百万円減少し、営業利益は６百万円減少しております。 

  

(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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

2,796 718 2,237 1,315 967 ２ 8,038 ― 8,038

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

60 ０ 176 ─ 31 11 279 △279 ―

計 2,856 718 2,413 1,315 999 13 8,317 △279 8,038

営業利益又は 

営業損失(△)
404 40 ３ △23 34 ２ 462 △183 279

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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

-11-

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成23年３月期　第３四半期決算短信



  
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△186百万円には、セグメント間の内部取引又は振替高消去37百万円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△223百万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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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

2,441 613 826 1,231 829 5,942 １ 5,944 ― 5,944

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

37 １ 85 ― 20 145 ６ 152 △152 ―

計 2,478 615 912 1,231 850 6,088 ７ 6,096 △152 5,944

セグメント利益

又はセグメント

損失(△)

338 33 70 １ △44 398 １ 400 △186 213

(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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