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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 887 △58.4 △182 ― △169 ― △202 ―
22年12月期第1四半期 2,134 △39.5 △443 ― △425 ― △779 ―

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12月期第1四半期 △163.55 ―
22年12月期第1四半期 △583.88 ―

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12月期第1四半期 8,491 6,745 78.7 5,545.74
22年12月期 8,884 7,025 78.4 5,570.29

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  6,685百万円 22年12月期  6,965百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 5,934 △32.0 136 ― 153 ― 72 ― 54.74



(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、
実際の実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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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12月期1Q 1,340,000株 22年12月期  1,340,000株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  134,498株 22年12月期  89,518株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 1,237,599株 22年12月期1Q 1,334,305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日本経済は、新興国向け輸出に牽引され緩やかな回復過程にあったものの、

３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による景気への影響が懸念されています。一方で世界経済に目を転じれ

ば、世界的な資源価格の上昇、米国における高い失業率、ＥＵ諸国における所謂ソブリンリスク等景気下振れリス

クはあるものの、新興国の高度成長に牽引され全体では回復基調にあります。 

       このような経済環境のなか、当社トライアイズグループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小

さくとも知性を使って、その世界ではNo.1となり光る企業グループを目指すという目標に取り組んでおります。そ

の実現のために、先ずは既存の建設コンサルタント事業とファッションブランド事業という２つの中核事業の業績

改善・拡大を図り、当社グループの企業価値向上に取り組んでまいりました。 

    また、株主の皆様には、長期に渡る株価低迷でご迷惑をおかけしていることから、２月及び３月に約４万株の自

己株式の取得を行いました。  

       これらの結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は887百万円（前年同期比58.4％減）と大幅

な減収となりました。販売費及び一般管理費は513百万円（前年同期比55.2％減）と更なる削減を実現しておりま

すが、営業損失は182百万円（前年同期は443百万円の営業損失）、経常損失は169百万円（前年同期は425百万円の

経常損失）、税金等調整前四半期純損失は178百万円（前年同期は822百万円の税金等調整前四半期純損失）、四半

期純損失は202百万円（前年同期は779百万円の四半期純損失）となりました。 

   

    当第１四半期連結会計期間におけるセグメント別の業績は以下のとおりです。  

    

   （建設コンサルタント事業） 

    建設関連事業を取り巻く環境としては、昨年度の公共事業関係費予算が前年比20％弱の大幅な削減となってお

り、国内市場においては一段と厳しさを増してきております。当社の属する建設コンサルタント事業においても、

この影響は避けられず非常に厳しい状況にありました。一方で、環境保全への取り組みや異常気象を起因とする自

然災害への対策等、時代に適応した建設コンサルタントの新たな活躍分野の拡大もあります。 

    当社としましては、このような市場環境の急速な変化に対応を図るため、当社の強みとするダムや河川を中心と

する水関連の技術力を活かしつつ、技術革新に向けて邁進し、地球環境改善にも貢献する事業転換を行いたいと考

えております。 

    国内需要の縮小への対処として始めた、韓国における公共インフラ事業での受注活動も引き続き積極的に行って

おり、同国における受注拡大は同社の経営目標の一つとして認識し、韓国案件チームの拡大を目指しております。

    また、ＩＴソリューション製品は、画像閲覧ソフトＺＯＯＭＡと情報漏洩防止ソフトＯｍｎｉＴｒｕｓｔの販売

を、民間企業を始め公共事業における潜在的ニーズにも積極展開を行なってきている結果、徐々に利用実績があが

っております。 

    これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は243百万円（前年同期比51.7％減）、営業損失は224百万円

（前年同期は223百万円の営業損失）となりました。なお、当事業は公共事業の単年度予算の影響を受け、売上が

第２四半期連結会計期間以降に偏るという事業特性があります。そのため、第１四半期連結会計期間の売上高は著

しく低くなりますが、第２四半期連結会計期間以降は第１四半期連結会計期間に比べ大幅な増収が見込まれます。

      

   （ファッションブランド事業） 

       ファッションブランド事業においては、景気低迷による消費不振は依然根強く、非常に厳しい環境が続いており

ますが、販売チャネルの多角化による収益の確保、営業費用の縮減に努めました。 

    東京ブラウス株式会社については、民事再生手続き終結後、販売チャネルを抜本的に見直し、一定の消費者層か

ら支持の高い同社のブランドである「ＣＬＡＴＨＡＳ（クレイサス）」を柱とした直営店舗展開、ライセンス事業

を安定収益源として成長させながら、今後の市場拡大が期待できるＥコマースに焦点をあて、より採算性の高い中

核事業として再生するよう取り組み、大幅に業績を改善することができました。 

    濱野皮革工藝株式会社については、販売チャネルの多角化が功を奏し、前年同期比増収増益となりました。今後

も、既存事業の維持を図りつつも、台湾ＴＶショッピングでの放映を始めとした、自社工場による生産体制を活か

したアジア戦略など新規販売チャネルの育成を進めます。 

        また、両社のＥコマース事業の育成に特化するため設立した株式会社セレクティブにより、これまで進めてきた

リ・ブランディング・プロジェクトを更に推し進め、商品ラインナップ、販売チャネル、コスト構造などあらゆる

角度から見直すことによってグループシナジーを 大限に発揮させ、収益の確保に努めております。 

    これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は644百万円（前年同期比60.5％減）と株式会社松崎の連結

範囲からの除外もあり大幅な減収となりましたが、営業利益は27百万円（前年同期は217百万円の営業損失）と大

幅に改善しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円と

なりました。これは主に、有価証券 百万円の減少、仕掛品 百万円の増加及びのれんの償却 百万円によ

るものです。 

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金 百万円の減少及び未払金 百万円の減少によるものであります。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。純資産の主な減少要因

は四半期純損失に伴う利益剰余金 百万円の減少であります。 

    

  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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により594

百万円の減少、投資活動により13百万円の増加、財務活動により83百万円減少した結果、前連結会計年度末と

比べ658百万円減少し、1,268百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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594百万円となりました。主な資金の減少要因は、税金等調整前四半期純損失

178百万円に加え、たな卸資産の増加384百万円でありますが、たな卸資産の増加は仕掛品の増加422百万円が主な

要因であります。一方主な資金の増加要因は、のれん償却額43百万円及び受注損失引当金の増加19百万円による

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は13百万円となりました。これは、敷金返還による収入21百万円があったことが

主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は83百万円となりました。これは、自己株式取得による支出77百万円が主な要因

であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月15日に公表しました連結業績予想に変更はありません。 

  

393 8,491

599 422 43

112 1,745

62 67

280 6,745

202
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（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 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度末に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

② 特有の会計処理 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。 

   なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含め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 

 （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。 

   これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ689千円増加し、税金等調整前四半期純損失は10,271千円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は22,466千円であります。  

② 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 

    当社グループは、連結財務諸表において継続的な営業損失が発生するなどの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。 

    当社グループはこのような状況を解消すべく、前連結会計年度に策定した以下の「経営改善策」に現在も継続し

て取り組んでおり、その結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

    ①  経営政策   

     経営政策としては、1)個客経験の共創（一人ひとりの消費者のニーズを捉える）、2)グローバリゼーションの

推進（顧客・販売先・仕入先等のステークホルダーすべてについて）、3)ＩＴ化の推進、4)変革と既存概念の否

定をかかげております。事業ドメインに関係なく、すべてのグループ会社でこの目標に向けて対応していく所存

です。 

   ②  事業政策 

       当社グループの事業ポートフォリオを多角化することで、景気変動の影響を受けにくい事業体質を確立すべ

く、ファッションブランド事業と建設コンサルタント事業の２つの中核事業をグループに取り込みました。今後

も引き続き、新しい事業ポートフォリオの獲得による多角化を検討してまいります。  

      ③  財政政策 

         当社を含むグループ会社での人員削減に加え、可能な限りの経営合理化をすすめ、大幅な販売費及び一般管理

   費の削減の効果が見込まれます。また、事業ポートフォリオの多角化により営業キャッシュフローの拡大も見込

   め、経営の安定化を図ってまいります。 

  

２．その他の情報
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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23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,261,895 1,322,558

受取手形及び売掛金 396,605 385,730

有価証券 104,100 704,025

商品及び製品 351,189 380,739

仕掛品 1,599,686 1,177,555

原材料及び貯蔵品 27,913 33,481

繰延税金資産 48,374 47,991

その他 100,261 172,127

貸倒引当金 △19,320 △19,308

流動資産合計 3,870,706 4,204,902

固定資産   

有形固定資産 1,173,625 1,162,656

無形固定資産   

ソフトウエア 59,593 61,892

のれん 1,237,397 1,280,794

その他 17,172 17,689

無形固定資産合計 1,314,164 1,360,376

投資その他の資産   

投資有価証券 1,787,700 1,787,700

繰延税金資産 134,346 134,346

その他 489,580 513,585

貸倒引当金 △278,749 △278,749

投資その他の資産合計 2,132,877 2,156,881

固定資産合計 4,620,666 4,679,914

資産合計 8,491,373 8,884,817
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 210,988 272,990

短期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 30,524 27,695

前受金 959,147 917,867

賞与引当金 14,992 37,319

返品調整引当金 5,444 4,886

受注損失引当金 74,133 54,816

その他 196,094 310,993

流動負債合計 1,641,326 1,776,569

固定負債   

長期リース債務 12,376 13,622

役員退職慰労引当金 40,000 40,000

資産除去債務 22,522 －

その他 29,721 28,721

固定負債合計 104,620 82,343

負債合計 1,745,946 1,858,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,504,919 4,504,924

利益剰余金 △2,560,493 △2,358,078

自己株式 △257,848 △180,488

株主資本合計 6,686,577 6,966,356

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,174 △806

評価・換算差額等合計 △1,174 △806

少数株主持分 60,023 60,353

純資産合計 6,745,426 7,025,903

負債純資産合計 8,491,373 8,884,817
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,134,700 887,266

売上原価 1,429,732 555,889

売上総利益 704,968 331,377

販売費及び一般管理費 1,148,144 513,794

営業損失（△） △443,176 △182,417

営業外収益   

受取利息 971 848

受取配当金 91 94

不動産賃貸収入 － 4,929

負ののれん償却額 13,022 －

為替差益 － 4,582

その他 13,647 5,373

営業外収益合計 27,732 15,828

営業外費用   

支払利息 2,482 －

支払手数料 － 606

不動産賃貸原価 － 1,898

賠償責任保険免責額 5,000 －

その他 2,718 21

営業外費用合計 10,201 2,526

経常損失（△） △425,645 △169,115

特別利益   

負ののれん一括償却額 455,794 －

その他 3,388 －

特別利益合計 459,183 －

特別損失   

たな卸資産評価損 267,689 －

構造改革費用 576,793 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,582

その他 11,613 60

特別損失合計 856,095 9,642

税金等調整前四半期純損失（△） △822,557 △178,757

法人税等 48,417 23,986

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △202,744

少数株主損失（△） △91,894 △330

四半期純損失（△） △779,079 △202,414
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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（△） △822,557 △178,757

減価償却費 25,937 16,672

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,582

のれん償却額 30,374 43,397

負ののれん一括償却額 △455,794 －

たな卸資産評価損 267,689 －

減損損失 1,257 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,254 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,784 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,506 △22,326

構造改革費用引当金の増減額（△は減少） 576,793 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 14,616 19,316

返品調整引当金の増減額（△は減少） △21,697 558

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △2,518 －

固定資産除売却損益（△は益） 845 0

ゴルフ会員権評価損 5,300 －

受取利息及び受取配当金 △1,062 △943

支払利息 2,482 －

為替差損益（△は益） △6,041 △3,667

売上債権の増減額（△は増加） 389,513 △9,609

破産更生債権等の増減額（△は増加） △50,156 150

たな卸資産の増減額（△は増加） △339,120 △384,873

仕入債務の増減額（△は減少） △16,216 △67,703

その他 △79,074 △1,817

小計 △555,976 △580,022

利息及び配当金の受取額 1,312 969

利息の支払額 △1,014 －

法人税等の還付額 1,024 －

法人税等の支払額 △94,186 △15,152

営業活動によるキャッシュ・フロー △648,840 △594,205

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △5,499 △8,646

無形固定資産の取得による支出 △13,750 △2,485

投資有価証券の取得による支出 △92 －

投資有価証券の売却による収入 33,322 －

ゴルフ会員権の売却による収入 16,438 －

貸付けによる支出 △1,840 －

貸付金の回収による収入 12,373 3,263

その他 3,759 21,542

投資活動によるキャッシュ・フロー 44,712 13,674
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（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31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） 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,950 －

自己株式の処分による収入 － 25

自己株式の取得による支出 △20,816 △77,390

その他 △8,393 △6,205

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,840 △83,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,041 5,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △429,247 △658,464

現金及び現金同等物の期首残高 2,402,331 1,927,378

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,973,084 1,268,914
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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22年１月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分の主な製品等 

    〔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22年１月１日 至平成22年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

    〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

海外売上高は、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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設コンサル
タント事業 

（千円） 

ファッション
ブランド事業  

（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  503,377  1,631,323  2,134,700  －  2,134,700

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10,740  －  10,740  △10,740  －

計  514,117  1,631,323  2,145,440  △10,740  2,134,700

営業利益又は営業損失(△)  △223,233  △217,844  △441,078 （2,098） △443,176

事業区分  主要製品等  

 建設コンサルタント事業 

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、

セキュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理シ

ステム等 

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当第１四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31日） 

 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、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、持株会社である当社の傘下に各事業を運営する事業会社を置き、各事業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。 

 したがって、当社グループは、各事業会社を基礎に、取り扱う製品・サービスの種類・性質の類似性等を考慮した

セグメントから構成されており、「建設コンサルタント事業」及び「ファッションブランド事業」の２つを報告セグ

メントとしております。 

 各報告セグメントに属する主な製品・サービスは次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23年１月１日 至平成23年３月31日） 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額13,989千円には、セグメント間取引消去7,320千円、各報告セグ

メントに配分していない全社収益及び全社費用の純額6,669千円が含まれております。全社収益は、主に子

会社からの経営指導料であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書 の営業損失と調整しております。 

（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。  

  

  

報告セグメント  主な製品・サービス  

 建設コンサルタント事業 
 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セキ

ュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システム等

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売 

   （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 

建設コンサル
タント事業 

ファッション
ブランド事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高 243,221 644,045 887,266 － 887,266 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ 0 0 △0 － 

計 243,221 644,046 887,267 △0 887,266 

セグメント利益又は損失（△） △224,315 27,908 △196,407 13,989 △182,417 

（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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