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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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 ％

24年12月期第2四半期 1,312 △2.7 △509 ― △465 ― △1,865 ―
23年12月期第2四半期 1,349 △69.9 △61 ― △20 ― △63 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △1,849百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 97百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 △67.53 ―
23年12月期第2四半期 △2.29 ―

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

24年12月期第2四半期 3,441 1,730 49.3 61.48
23年12月期 4,507 3,722 77.8 126.93
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  1,698百万円 23年12月期  3,505百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 6,396 40.0 89 ― 134 ― △1,465 ― △53.05



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
税金費用については、当第２四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も
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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれてお
ります。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている見通しとは大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） イーツアー株式会社 、 除外 2社 （社名）
株式会社EMCOM CONSULTING、英脈
特信息技術(無錫)有限公司

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 27,631,331 株 23年12月期 27,631,331 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 11,736 株 23年12月期 11,407 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 27,619,789 株 23年12月期2Q 27,620,195 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、

緩やかにではありますが持ち直しつつあります。企業の設備投資に回復の動きがみられるほか、個人消費も底堅く推

移しました。一方、米国景気の減速懸念や欧州における財政不安に加え、中国などの新興国での成長鈍化など、世界

経済全体に、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況下のもと、当社の金融・システム開発事業（以下「金融事業」）においては、当社グループはイン

ターネットビジネスにおける金融システムの開発及びコンサルティングをコア・コンピタンスとして、それらの高度

な専門性とノウハウを活用した金融サービスのレベニューシェア型ASP事業を中心に、事業の収益力強化と将来の事

業価値創造に向けた取り組みを推進してまいりました。 

 今後の当社グループの事業展開として既存の金融事業及び不動産事業だけでは厳しい状況と考えられます。そのた

め、これまで当社のコアコンピタンスとしての位置付けであった金融事業に加え、新規事業分野の発掘・開拓を積極

的に行い、新規販売チャネルの構築に努めるというテーマのもと、旅行商品販売事業およびエンタテイメント事業に

参入いたしました。 

旅行商品販売事業につきましては、平成24年３月29日付においてインターネットによる旅行商品販売事業を行うイ

ーツアー株式会社の株式取得が完了し、同社は当社が71.8％を保有する子会社となりました。 

資源流通事業につきましては、平成24年４月24日付お知らせいたしましたとおり、当社及び当社子会社である株式

会社PHYLLITE（旧EMCOMトレーディング株式会社）において本格的に事業を開始いたしました。これは千枚岩（フィ

ライト）の販売及び汚染土壌除去システムを基軸とした資源流通事業であり、同事業における販売先も決まり、本格

的に事業開始しております。また、日本大学産官学連携知財センターを通じて「汚染土壌処理システム」に関する

PCT出願（国際出願）手続きも完了しております。 

エンタテイメント事業につきましては当社の孫会社であるK-１Global Holdings Limitedにおいて、魔裟斗がK-1新

エグゼクティブプロデューサーに就任いたしました。 

また、新生K-1としてのスペインマドリード大会に続き、『K-1 RISING 2012 K-1 WORLD GP FINAL16』の日本開催

についても決定しております。 

上記のように、当社グループの事業環境に変化が生じたことや、市況の変動などを要因に、当第２四半期連結累計

期間の売上高は13億12百万円（前年同期比2.7％減）となりました。損益につきましても同様の影響により、営業損

失は５億９百万円（前年同期は61百万円の営業損失）、経常損失は４億65百万円（前年同期は20百万円の経常損

失）、四半期純損失は18億65百万円（前年同期は63百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの状況につきましては以下のとおりです。  

〔金融・システム開発事業〕 

金融・システム開発事業は、その主要な子会社であった株式会社EMCOM CONSULTING、英脈特信息技術（無錫）有限

公司及び英科睦軟件技術（大連）有限公司の全株式（全持分）を譲渡した結果、当第２四半期連結累計期間における

収益は軽微であったため、当第２四半期連結累計期間における金融・システム開発事業の売上高は５億92百万円、セ

グメント利益は49百万円となりました。 

  

〔不動産事業〕 

不動産事業につきましては、医療法人向け賃貸施設として所有しておりました固定資産を、グループ全体の経営資

源の集中と効率化及び財務体質の強化を図るため、売却譲渡いたしました。このような施策のもと、業務効率の向上

と収益基盤の安定化に努めた結果、当第２四半期連結累計期間における不動産事業の売上高は69百万円、セグメント

損失は72百万円となりました。 

  

〔旅行商品販売事業〕 

旅行商品販売事業は、第１四半期連結累計期間において株式取得により新たに当社グループに加わることになった

セグメントです。  

業種上、多少の季節変動はあるものの、年間を通じて安定した収益が狙える事業であります。また、競争相手とな

る同業他社も多くありますが、その中でもインターネットのみを利用した販売に特化している点など、他社との差別

化を図り、競争優位性を保つ企業体制を目指しております。当第２四半期連結累計期間における旅行商品販売事業事

業の売上高は677百万円、セグメント損失は22百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



〔エンタテイメント事業〕 

エンタテイメント事業は、第１四半期連結累計期間において株式取得により新たに当社グループに加わることにな

ったセグメント区分です。欧州と米国、アジア等での試合イベントだけではなく、ONLINE、MOBILEコンテンツでの収

益が強く見込まれるＫ-１事業を展開することといたしました。Ｋ-１は、空手、キックボクシング、カンフー、拳法

などの立ち技競技を複合した新しいスタイルの格闘技として幅広い年齢層に絶大な人気を得ている格闘技イベントで

す。平成24年５月にはスペインマドリードにおいて大会が開催されましたが、新生K-1としての宣伝広告費用等によ

り費用が先行する形となっており、当第２四半期連結累計期間におけるエンタテイメント事業の売上高は20百万円、

セグメント損失は247百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末と比較して10億円65百万円減少して34億41百万円

となりました。これは主に連結子会社の譲渡に伴い、流動資産において現金及び預金が２億77百万円減少したこと、

受取手形及び売掛金が２億32百万円減少したこと及び長期貸付金が５億79百万円減少したことなどによるものであり

ます。 

当第２四半期連結会計期間末の負債残高は、前連結会計年度末と比較して９億26百万円増加して17億11百万円とな

りました。これは主に支払手形及び買掛金が６億52百万円増加したことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産残高は、前連結会計年度末と比較して19億91百万円減少し、17億30百万円と

なりました。これは主に、四半期純損失により利益剰余金が18億65百万円減少したことなどによるものです。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年12月期通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました業績予想から、平成24年

８月14日公表の「第２四半期連結累計期間業績予想との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に記

載のとおり修正を行っております。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    第１四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したK-1 Global Holdings Limited及びイーツアー株式会 

   社、イーツアー株式会社の子会社である億旅（上海）信息技術有限公司を連結の範囲に含めております。 

    当社の保有する英脈特信息技術（無錫）有限公司の全持分及び当社100％連結子会社であるEMCOM株式会社が保 

    有する、英科睦軟件技術（大連）有限公司の全持分を譲渡したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から 

    除外しております。 

    また、当社100％連結子会社であるEMCOM株式会社は、平成24年２月に同社が保有する、株式会社EMCOM   

  CONSULTINGの全株式を、株式会社外為ジャパン及びプラネックスフォースシステムズ株式会社の両社に株式譲渡し 

  たため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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する方法を採用しており

ます。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に 

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



   

 当社は、当第２四半期連結累計期間において営業損失５億９百万円を計上しており、前連結会計年度及び第１四半

期連結累計期間に引き続き営業損失を計上することになりました。そのため、当該事象による継続企業の前提に関す

る重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が生じております。そこで、当社グループは当該状況を解消すべく、

引き続き、次の施策を実施してまいります。   

 エンタテイメント事業においては、世界的な格闘技イベント「Ｋ-１」ブランドをライセンス化しワールドワイド

な事業展開を進め、販路拡大を図ります。今後も新規事業分野の発掘・開拓、業務提携を含めた、グローバルな販売

チャネルの強化に積極的に参入し、経営基盤の一層の充実を進めてまいります。 

 資源流通事業においては、日本大学工学部との共同研究により、各省庁や自治体からも注目されている汚染土壌の

洗浄剥離による『放射能汚染土壌の除染システム』を開発しました。開発された『放射能汚染土壌の除染システム』

は、有機農業にも使用されてきたフィライト（千枚岩）を、除染システムのカギとなる土壌・水質改良剤として使用

し、放射能による汚染土壌が拡大している福島県内の汚染土壌を減容、そして除染された土壌の再利用化を目的とし

ており、このシステムの開発にともない、いまだ放射能汚染により放置された土壌の除染を促進させてまいります。

 旅行商品販売事業においては、旅行の持つ商品特性とインターネットの利便性の相乗効果について考え、顧客への

メリットを最優先にした新たな商品開発を積極的に行い、バリューアップを図ります。 

 一方、本社事務所の徹底的なコストダウンを引き続き実施し、人員配置の適正化や削減を図ることにより、業務の

効率化、固定費削減等に努めてまいります。 

 以上の対応策は実現可能性が高く、施策を実行することで収益性の改善を図ることができることから、当該状況の

解消は可能であると考えております。したがって、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。   

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,024 242,278 

受取手形及び売掛金 252,611 19,964 

有価証券 159,640 5,725 

たな卸資産 477,777 1,477,472 

前払金 116,246 311,900 

その他営業債権 100,000 114,260 

短期貸付金 378,518 65,521 

繰延税金資産 7,561 － 

その他 193,233 91,313 

貸倒引当金 △5,252 △10,366 

流動資産合計 2,200,360 2,318,071 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 846,575 2,806 

その他（純額） 143,937 35,683 

有形固定資産合計 990,512 38,490 

無形固定資産   

のれん 458,587 211,189 

商標権 － 553,996 

その他 289,591 71,104 

無形固定資産合計 748,179 836,290 

投資その他の資産   

長期貸付金 979,950 400,000 

その他 629,788 513,765 

貸倒引当金 △1,041,681 △664,851 

投資その他の資産合計 568,057 248,913 

固定資産合計 2,306,748 1,123,695 

資産合計 4,507,109 3,441,766 



（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,020 665,375 

未払金 112,853 37,513 

短期借入金 － 71,608 

前受金 41,373 433,719 

未払法人税等 4,375 175,941 

未払消費税等 － 48,737 

賞与引当金 29,958 1,016 

その他 250,320 34,374 

流動負債合計 451,902 1,468,288 

固定負債   

退職給付引当金 11,935 5,717 

資産除去債務 7,306 － 

繰延税金負債 6,634 － 

その他 306,814 237,171 

固定負債合計 332,690 242,889 

負債合計 784,592 1,711,177 

純資産の部   

株主資本   

資本金 756,854 756,854 

利益剰余金 2,817,748 952,661 

自己株式 △15,475 △15,495 

株主資本合計 3,559,126 1,694,020 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,242 274 

為替換算調整勘定 △60,552 3,769 

その他の包括利益累計額合計 △53,310 4,044 

少数株主持分 216,699 32,524 

純資産合計 3,722,516 1,730,589 

負債純資産合計 4,507,109 3,441,766 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,349,202 1,312,774 

売上原価 300,764 990,488 

売上総利益 1,048,438 322,285 

販売費及び一般管理費 1,109,944 831,893 

営業損失（△） △61,506 △509,608 

営業外収益   

受取利息 36,101 11,437 

受取配当金 － 8,371 

有価証券売却益 8,224 10,864 

有価証券評価益 4,727 － 

為替差益 － 14,530 

雑収入 11,229 2,849 

営業外収益合計 60,282 48,053 

営業外費用   

支払利息 － 63 

為替差損 12,621 － 

貸倒引当金繰入額 6,149 － 

その他 470 － 

雑損失 － 4,091 

営業外費用合計 19,240 4,155 

経常損失（△） △20,464 △465,710 

特別利益   

貸倒引当金戻入益 51,495 － 

新株予約権戻入益 70,590 － 

役員退職慰労引当金戻入額 5,733 － 

匿名組合脱退益 － 5,526 

退職給付引当金戻入額 － 6,713 

その他 － 6,323 

特別利益合計 127,818 18,564 

特別損失   

固定資産除却損 242 106 

固定資産売却損 － 357,585 

減損損失 － 461,942 

関係会社株式売却損 － 446,760 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,093 426 

その他 － 10,000 

過年度損益修正損 3,209 － 

特別損失合計 7,545 1,276,821 

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（△）

99,807 △1,723,966 

法人税、住民税及び事業税 6,140 183,092 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

法人税等合計 6,140 183,092 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

93,667 △1,907,059 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 156,984 △41,972 

四半期純損失（△） △63,316 △1,865,087 



（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

93,667 △1,907,059 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,049 △6,967 

為替換算調整勘定 9,983 64,232 

その他の包括利益合計 3,933 57,265 

四半期包括利益 97,601 △1,849,794 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,809 △1,807,821 

少数株主に係る四半期包括利益 △167,411 △41,972 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24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（△）

99,807 △1,723,966 

減価償却費 134,549 191,206 

のれん償却額 13,018 3,400 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,565 4,934 

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 1,397 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,972 △6,217 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,431 △1,864 

新株予約権戻入益 △70,590 － 

受取利息及び受取配当金 △36,101 △19,808 

支払利息 － 64 

為替差損益（△は益） △545 － 

株式報酬費用 5,161 － 

固定資産売却損益（△は益） － 357,585 

固定資産除却損 △242 106 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,093 623 

減損損失 － 461,942 

有価証券売却損益（△は益） △8,224 △11,018 

匿名組合脱退益（△は益） － △5,526 

投資有価証券評価損益（△は益） △4,727 0 

関係会社株式評価損 － 446,760 

売上債権の増減額（△は増加） 60,232 53,521 

未収入金の増減額（△は増加） － △4,021 

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,984 △699,222 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,687 765,886 

未払金の増減額（△は減少） △149,867 △69,614 

短期差入保証金の増減額（△は増加） 9,195 － 

前受金の増減額（△は減少） 11,302 178,418 

預り金の増減額（△は減少） 6,042 △6,128 

預託金の増減額（△は増加） △38,645 － 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,693 △187,660 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,825 11,239 

その他 1,068 △171,043 

小計 64,692 △429,008 

利息及び配当金の受取額 33,663 3,747 

利息の支払額 － △64 

法人税等の還付額 － 63,076 

法人税等の支払額 △179,411 △4,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,055 △366,741 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △62,350 △300 

定期預金の払戻による収入 180,815 － 

有形固定資産の取得による支出 △33,166 △21,653 

有形固定資産の売却による収入 485 476,617 

無形固定資産の取得による支出 △33,473 △159,828 

出資金の回収による収入 － 75,000 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △230,649 △15,821 

投資有価証券の売却による収入 105,407 29,437 

敷金及び保証金の差入による支出 △2,850 △3,714 

敷金及び保証金の回収による収入 － 38,452 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出

－ △150,336 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入

－ 47,920 

貸付けによる支出 △49,760 △454,899 

貸付金の回収による収入 26,000 294,134 

繰延資産の取得による支出 △75,677 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,218 155,009 

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） － 29,370 

長期借入金の返済による支出 － △5,822 

その他 △116 △1,211 

財務活動によるキャッシュ・フロー △116 22,337 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,516 951 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,874 △188,443 

現金及び現金同等物の期首残高 1,669,502 424,854 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）

－ 3,866 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,415,627 240,277 



  該当事項はありません。 

   

【事業の種類別セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に提出会社におけるグループ管理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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  報告セグメント 

合計 

  

金融・システム開発

事業 

不動産事業 

売上高    

(1）外部顧客への売上高  1,270,122  79,080  1,349,202

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  9,068  －  9,068

計  1,279,191  79,080  1,358,271

セグメント利益又は損失（△）  118,520  △9,412  109,107

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  109,107

セグメント間取引消去  138,030

全社費用（注）  △308,644

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △61,506



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。 

  

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   

       （のれんの金額の重要な変動） 

        「金融・システム開発事業」セグメントにおいて子会社売却に伴い、のれんの一括償却を行い減損損失 

        として処理しております。 

          また、「旅行商品販売事業」セグメントにおいてイーツアー株式会社、「エンタテイメント事業」セ 

        グメントにおいてK-1 Global Holdings Limitedの株式を取得し子会社化した事により、のれんが発生 

               いたしました。 

                 なお、当該事象によるのれんの純減額は、当第２四半期連結累計期間においては244百万円でありま 

        す。 

           

  （単位：千円）

  報告セグメント 

合計 

  

金融・システム

開発事業 

不動産事業 

旅行商品 

販売事業 

エンタテイメント

事業 

売上高      

(1）外部顧客への売上高  550,484  69,667  671,726  20,895  1,312,774

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 42,160  －  5,772  －  47,932

計  592,644  69,667  677,499  20,895  1,360,706

セグメント利益又は損失（△）  49,228  △72,553  △22,092  △247,232  △292,650

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △292,650

セグメント間取引消去  47,932

全社費用（注）  △264,889

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △509,608



   ４．報告セグメントの変更等に関する事項 

    第２四半期連結会計期間より、事業拡大を目的とした会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の  

  「金融・システム開発事業」及び「不動産事業」の２区分から、「金融・システム開発事業」、「不動産事 

  業」及び「旅行商品販売事業」、「エンタテイメント事業」の４区分に変更しております。 

    なお、当該組織変更を反映した前第２四半期連結累計期間の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は、以下のとおりです。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

（注） 全社費用は、主に提出会社におけるグループ管理に係る費用であります。   

  

 該当事項はありません。  

  

   

    該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  報告セグメント 

合計 

  

金融・システム

開発事業 

不動産事業 

旅行商品 

販売事業 

エンタテイメント

事業 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高  1,270,122  79,080  －  －  1,349,202

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 9,068  －  －  －  9,068

計  1,279,191  79,080  －  －  1,358,271

セグメント利益又は損失（△）  118,520  △9,412  －  －  109,107

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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