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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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 9月期第3四半期 8,210 △12.1 55 △73.3 △53 － △218 －
22年9月期第3四半期 9,345 △6.3 209 △30.8 165 △44.6 139 21.0

 

 
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 9月期第3四半期 △1,969.31 －
22年9月期第3四半期 1,253.85 1,244.89

 
（２）連結財政状態 

 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 9月期第3四半期 6,780 4,137 59.4 36,305.76
22年 9月期 6,369 4,362 67.0 38,449.09

(参考)自己資本 23年9月期第3四半期     4,032百万円 22年9月期 4,270百万円 

 
２．配当の状況 

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 9月期 － 0.00 － 0.00 0.00   
23年 9月期 － 0.00 －   

23年 9月期(予想)  － －   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 無 

当社は定款において期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予定額は未定であります。 

 
３．平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 10,500 △13.6 △150 － △250 － △450 － △3,601.46

(注)当四半期における業績予想の修正有無 有 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 113,066株 22年9月期 113,066株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 2,000株 22年9月期 2,000株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年9月期3Ｑ 111,066株 22年9月期3Ｑ 111,024株

 
 
（※ 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、四半期財

務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

 
（※ 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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、甚大な人

的・物理的損失が生じ、一時的に消費支出は大きく冷えこみました。今後も個人消費の動向は不透明な状況が予想さ

れます。 

 このような状況の中、当社グループでは、ギャザリング事業においては、事業構造の見直しを進め、バリューサイ

クル事業においては、ブランディングの継続強化を、コマースインキュベーション事業においては、事業拡大に向け

ての基盤構築を行ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、8,210,988千円（前年同期比12.1％減）、持分法による投資損

失の影響により、経常損失は53,401千円（前年同期は経常利益165,362千円）となりました。また、当第１四半期連

結会計期間に発生した投資有価証券評価損、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等の特別損失により、四半期

純損失は218,723千円（前年同期は四半期純利益139,207千円）となりました。 

  

 事業のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

① ギャザリング事業 

 ギャザリング事業におきましては、商品、販売、集客のそれぞれにおいて、コンセプトや形態、手法について抜本

的転換をはかる時期に入ったと考え、前四半期までの準備期間を経て、商品においては価格訴求偏重型から価値提案

型へ、販売においては低価格・高回転から高付加価値・参加型へ、集客においてはプロモーション型マーケティング

からコミュニケーション型マーケティングへと転換を図ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は5,220,018千円（前年同期比25.4％減）となり、営業損失

は、212,931千円（前年同期は営業利益135,116千円）となりました。  

  

② バリューサイクル事業 

 バリューサイクル事業におきましては、引き続き集客力のある企業との提携拡大に取り組みました。また、首都圏

以外にもテレビＣＭを実施し、ブランディングの継続強化を図ったことにより、買い取り点数を増加させることがで

きました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,198,197千円（前年同期比33.5％増）、営業利益は

141,003千円（前年同期比3.2％増）となりました。 

    

③ コマースインキュベーション事業 

 コマースインキュベーション事業におきましては、グローバルショッピング事業「sekaimon」では、引き続き円高

を背景にした内外価格差への高いアテンションと、ソーシャルメディアを活用した集客施策が奏功し、取扱額を拡大

させることができました。 

 海外居住者向けの商品転送サービス「転送コム」では、大手ECサイトとの提携による共同キャンペーンの実施等提

携先との連携強化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は821,716千円（前年同期比11.4％増）、営業利益は

47,920千円（前年同期は営業損失172,520千円）となりました。 

      

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財政状態の分析  

（ⅰ）資産 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ411,482千円増加し、6,780,662千円となり

ました。 

 内訳といたしましては、流動資産合計が5,235,086千円となり、前連結会計年度末と比べ508,155千円の増加とな

りました。その主な要因は、増加要因としては、現金及び預金814,465千円の増加であり、減少要因としては、受取

手形及び売掛金259,989千円の減少であります。また、固定資産合計は、1,545,575千円となり、前連結会計年度末

と比べ96,672千円の減少となりました。 

（ⅱ）負債 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は2,642,891千円となり、前連結会計年度末と比べ635,819千円の増加と

なりました。その主な増加要因は、短期借入金299,871千円、1年内返済予定の長期借入金199,800千円、長期借入金

211,700千円の増加であり、減少要因としては、支払手形及び買掛金189,141千円の減少であります。 

（ⅲ）純資産 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,137,771千円となり、前連結会計年度末と比べ224,336千円の減少

となりました。その主な減少要因は、利益剰余金218,723千円の減少であります。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累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、前連結会計年度末に比べ

834,465千円増加し、3,943,778千円となりました。  

  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、331,210千円となりました。その主な増加要因

は、売上債権の減少257,398千円、法人税等の還付90,182千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、140,878千円となりました。その主な減少要因

は、無形固定資産の取得による支出48,621千円、投資有価証券の取得による支出38,910千円であります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は、714,900千円となりました。その主な増加要因

は、長期借入による収入700,000千円であります。      

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年４月25日付けで公表しました平成23年９月期の業績予想を修正致しました。詳細につきましては、別途公

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」(平成23年７月26日付け)をご参照ください。 
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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 

該当事項はありません。 

  

（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」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。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は5,996千円減少し、経常損失は5,996千

円、税金等調整前四半期純損失は27,047千円それぞれ増加しております。 

  

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」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。 

   

２．その他の情報

㈱ネットプライスドットコム（3328）　平成23年９月期　第３四半期決算短信

4



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23年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,943,778 3,129,312

受取手形及び売掛金 645,478 905,467

商品 402,823 299,983

繰延税金資産 6,656 14,083

その他 238,349 381,439

貸倒引当金 △1,999 △3,355

流動資産合計 5,235,086 4,726,931

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 196,123 135,237

減価償却累計額 △74,192 △38,810

建物及び構築物（純額） 121,931 96,427

工具、器具及び備品 375,900 378,495

減価償却累計額 △325,731 △308,672

工具、器具及び備品（純額） 50,168 69,823

有形固定資産合計 172,099 166,250

無形固定資産   

のれん 125,118 162,816

その他 157,285 184,069

無形固定資産合計 282,403 346,886

投資その他の資産   

投資有価証券 349,412 406,013

関係会社株式 215,407 156,005

繰延税金資産 7,708 21,608

その他 518,544 545,484

投資その他の資産合計 1,091,072 1,129,111

固定資産合計 1,545,575 1,642,248

資産合計 6,780,662 6,369,180
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 573,250 762,391

短期借入金 999,871 700,000

1年内返済予定の長期借入金 216,400 16,600

未払法人税等 61,804 45,324

ポイント引当金 7,207 4,345

その他 463,591 444,965

流動負債合計 2,322,125 1,973,627

固定負債   

長期借入金 245,100 33,400

資産除去債務 64,147 －

繰延税金負債 11,428 －

その他 90 45

固定負債合計 320,766 33,445

負債合計 2,642,891 2,007,072

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,331,417 2,331,417

資本剰余金 2,191,056 2,191,056

利益剰余金 △138,945 79,777

自己株式 △285,067 △285,067

株主資本合計 4,098,460 4,317,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,745 △9,985

為替換算調整勘定 △57,380 △36,812

評価・換算差額等合計 △66,125 △46,797

新株予約権 27,979 21,706

少数株主持分 77,456 70,014

純資産合計 4,137,771 4,362,107

負債純資産合計 6,780,662 6,369,180
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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10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,345,533 8,210,988

売上原価 5,600,280 4,628,666

売上総利益 3,745,253 3,582,322

販売費及び一般管理費 3,535,874 3,526,446

営業利益 209,378 55,875

営業外収益   

受取利息 1,156 1,696

業務受託収入 4,800 －

その他 21,941 11,463

営業外収益合計 27,897 13,159

営業外費用   

支払利息 6,603 8,119

投資事業組合運用損 15,961 4,107

為替差損 1,277 17,498

持分法による投資損失 45,038 85,401

投資有価証券売却損 － 6,742

その他 3,032 566

営業外費用合計 71,913 122,436

経常利益又は経常損失（△） 165,362 △53,401

特別利益   

持分変動利益 35,789 14,772

関係会社株式売却益 4,487 53,950

固定資産売却益 3,331 －

事業譲渡益 26,333 －

特別利益合計 69,941 68,722

特別損失   

持分変動損失 － 2,669

固定資産除却損 2,864 －

減損損失 － 2,203

投資有価証券評価損 37,311 40,075

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,051

関係会社債権放棄損 － 30,118

特別損失合計 40,175 96,118

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

195,128 △80,797

法人税、住民税及び事業税 97,123 87,175

法人税等調整額 △28,659 32,755

法人税等合計 68,463 119,931

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △200,728

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,541 17,994

四半期純利益又は四半期純損失（△） 139,207 △218,723
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,910,546 2,327,823

売上原価 1,699,848 1,251,732

売上総利益 1,210,697 1,076,090

販売費及び一般管理費 1,166,345 1,164,317

営業利益又は営業損失（△） 44,352 △88,226

営業外収益   

受取利息 345 249

業務受託収入 800 －

為替差益 1,498 －

持分法による投資利益 － 5,378

その他 8,277 2,234

営業外収益合計 10,921 7,862

営業外費用   

支払利息 1,935 3,330

投資事業組合運用損 5,248 3,026

為替差損 － 7,990

投資有価証券売却損 － 6,742

持分法による投資損失 42,683 －

その他 61 373

営業外費用合計 49,928 21,462

経常利益又は経常損失（△） 5,344 △101,827

特別利益   

持分変動利益 33,385 14,772

関係会社株式売却益 4,487 31,811

事業譲渡益 6,333 －

特別利益合計 44,206 46,583

特別損失   

減損損失 － 2,203

投資有価証券評価損 35,113 －

特別損失合計 35,113 2,203

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

14,438 △57,446

法人税、住民税及び事業税 18,558 △1,571

法人税等調整額 △17,258 111

法人税等合計 1,299 △1,460

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △55,986

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,838 4,988

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,976 △60,974
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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10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

195,128 △80,797

減価償却費 141,056 111,640

減損損失 － 2,203

のれん償却額 39,442 37,698

株式報酬費用 6,272 6,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） 727 △1,355

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,622 2,861

受取利息及び受取配当金 △1,192 △1,746

支払利息及び社債利息 6,603 8,119

持分法による投資損益（△は益） 45,038 85,401

持分変動損益（△は益） △35,789 △12,102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,051

事業譲渡損益（△は益） △26,333 －

投資事業組合運用損益（△は益） 15,961 4,107

投資有価証券評価損益（△は益） 37,311 40,075

投資有価証券売却損益（△は益） － 6,592

関係会社株式売却損益（△は益） △4,487 △53,950

関係会社債権放棄損 － 30,118

固定資産売却損益（△は益） △3,331 －

固定資産除却損 2,864 －

売上債権の増減額（△は増加） 160,610 257,398

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,647 △102,941

仕入債務の増減額（△は減少） △165,428 △189,141

未払金の増減額（△は減少） △32,830 9,727

未払消費税等の増減額（△は減少） 572 △11,374

その他 △40,303 151,397

小計 308,624 321,257

利息及び配当金の受取額 908 1,721

利息の支払額 △7,131 △7,931

法人税等の支払額 △227,347 △74,020

法人税等の還付額 63,024 90,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,077 331,210
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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10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △17,320 △16,324

有形固定資産の売却による収入 1,466 296

無形固定資産の取得による支出 △48,398 △48,621

無形固定資産の売却による収入 76,804 －

投資有価証券の取得による支出 △89,266 △38,910

投資有価証券の売却による収入 － 548

敷金及び保証金の差入による支出 △18,681 △1,573

敷金及び保証金の回収による収入 8,691 4,435

預り保証金の返還による支出 △420 －

貸付けによる支出 △22,500 △30,000

貸付金の回収による収入 22,273 10,083

子会社株式の取得による支出 － △5,790

関係会社株式の取得による支出 △35,590 △27,466

関係会社株式の売却による収入 10,000 28,003

関係会社社債の取得による支出 △35,560 △35,560

事業譲渡による収入 35,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,501 △140,878

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 603,400

短期借入金の返済による支出 △50,000 △300,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 － △288,500

新株予約権付社債の償還による支出 △200,000 －

少数株主からの払込みによる収入 50,020 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,980 714,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,051 △70,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,455 834,465

現金及び現金同等物の期首残高 3,216,405 3,109,312

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,027,950 3,943,778
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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３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業の区分は、事業の性質の類似性及び内部管理上採用している区分に基づき、経営の実態が具体的かつ適

切に開示できるよう、区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ギャザリング事業 

（千円） 

バリューサイクル
事業 

（千円） 

コマースインキュ
ベーション事業 

（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 
 2,142,449  552,847  215,249  2,910,546  ―  2,910,546

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 77  ―  9,182  9,259  △9,259  ―

計  2,142,526  552,847  224,431  2,919,805  △9,259  2,910,546

営業利益又は営業損失

（△） 
 28,128  21,891  △44,855  5,165  39,187  44,352

事業区分 主要事業

ギャザリング事業  インターネット通信販売事業(「ちびギャザ」「ネットプライス」) 

バリューサイクル事業  バリューサイクル事業(「Brandear」) 

コマースインキュベーション事業  
グローバルショッピング事業（「sekaimon」）、美容商品企画販売事業(「Syan」)、 

転送サービス事業(「転送コム」） 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

  （注）１．事業区分の方法  

事業の区分は、事業の性質の類似性及び内部管理上採用している区分に基づき、経営の実態が具体的かつ適

切に開示できるよう、区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

  

【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22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

  本邦の売上高の金額は、いずれも全セグメントの売上高の合計の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３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

  海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

   

  
ギャザリング事業 

（千円） 

バリューサイクル
事業 

（千円） 

コマースインキュ
ベーション事業 

（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 
 6,998,915  1,646,412  700,206  9,345,533  ―  9,345,533

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 572  ―  37,286  37,858  △37,858  ―

計  6,999,487  1,646,412  737,492  9,383,392  △37,858  9,345,533

営業利益又は営業損失

（△） 
 135,116  136,678  △172,520  99,274  110,104  209,378

事業区分 主要事業

ギャザリング事業  インターネット通信販売事業(「ちびギャザ」「ネットプライス」) 

バリューサイクル事業  バリューサイクル事業(「Brandear」) 

コマースインキュベーション事業  
グローバルショッピング事業（「sekaimon」）、美容商品企画販売事業(「Syan」)、 

転送サービス事業(「転送コム」） 
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〔セグメント情報〕 

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、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。   

 当社グループは事業領域別にセグメントを構成し、「ギャザリング事業」及び「バリューサイクル事業」、「コ

マースインキュベーション事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 なお、各セグメントに属するサービスの内容は、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３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

  （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額79,882千円には、セグメント間取引消去5,098千円、未実現利益の消去△304千 

     円、各報告セグメントに配分していない全社収益571,667千円及び全社費用△496,578千円が含まれてお 

     ります。全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの受取手数料であります。全社費用は、主に 

     当社におけるグループ管理に係る費用であります。  

      ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

事業区分 主要事業

ギャザリング事業  インターネット通信販売事業(「ちびギャザ」「ネットプライス」「24value.com」) 

バリューサイクル事業  バリューサイクル事業(「Brandear」) 

コマースインキュベーション事業  
グローバルショッピング事業（「sekaimon」）、美容商品企画販売事業(「Syan」)、 

転送サービス事業(「転送コム」） 

  

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 ギャザリング事業 バリューサイクル

事業 
コマースインキュ

ベーション事業 
計

売上高             

外部顧客への売上高  5,219,865  2,198,197  792,925  8,210,988  ―  8,210,988

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 153  ―  28,790  28,944  △28,944  ―

計  5,220,018  2,198,197  821,716  8,239,932  △28,944  8,210,988

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △212,931  141,003  47,920  △24,007  79,882  55,875
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当第３四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額22,745千円には、セグメント間取引消去1,926千円、未実現利益の消去19千 

     円、各報告セグメントに配分していない全社収益180,891千円及び全社費用△160,092千円が含まれてお 

     ります。全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの受取手数料であります。全社費用は、主に 

     当社におけるグループ管理に係る費用であります。  

      ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

（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。 

  

  

  

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 ギャザリング事業 バリューサイクル

事業 
コマースインキュ

ベーション事業 
計

売上高             

外部顧客への売上高  1,437,883  642,625  247,313  2,327,823  ―  2,327,823

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 153  ―  5,071  5,224  △5,224  ―

計  1,438,036  642,625  252,385  2,333,048  △5,224  2,327,823

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △121,029  △17,629  27,687  △110,972  22,745  △88,226

（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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