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（百万円未満切捨て） 

１．平成 23 年８月期第３四半期の連結業績（平成 22 年９月１日～平成 23 年５月 31 日） 

（１）連結経営成績(累計)                                     (％表示は、対前年四半期増減率) 

            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８月期第 3四半期 441 （ ― ） △226 （ ― ） △257 （ ― ） △268   （ ― ）

22年８月期第 3四半期 ― （ ― ） ― （ ― ） ― （ ― ） ― （ ― ）

 

 

 
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８月期第 3四半期        △19.21 ― 

22年８月期第 3四半期 ― ― 

※当社は、平成 23 年３月 1日に単独株式移転により設立されたため、前年同四半期実績はありません。 

（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８月期第 3四半期           680            91          13.5             6.05  
22年 8月期 ― ― ―                ― 

（参考） 自己資本    23 年 8 月期第 3四半期 91 百万円    22 年 8 月期 ― 百万円 

（注）当社は、平成 23 年３月 1日に単独株式移転により設立されたため、前期実績はありません。 

 

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８月期 ― ― ― ― ― 

23年８月期 ― ― ―  

23年８月期(予想)       0.00      0.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

※当社は、平成 23 年３月 1日に単独株式移転により設立されたため、前期実績及び当第２四半期までの実績はありません。 

 

３．平成 23 年８月期の連結業績予想（平成 22 年９月１日～平成２３年８月 31 日） 

                                     (％表示は、対前年四半期増減率) 

    売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

 百万円      ％ 百万円       ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 円 銭

通期 810 （ ― ） △258 （ ― ）        △281 （ ― ） △291   （ ― ）      △21.46

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」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 

  新規－社（社名      ）、除外－社（社名      ） 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更：無 

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 8月期 3Ｑ 15,204,224株 22 年 8 月期 ―株 

② 期末自己株式数  23 年 8月期 3Ｑ ―株 22 年 8 月期 ―株 

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23 年 8月期 3Ｑ 13,966,130株 22年 8月期3Ｑ ―株 

（注）当社は、平成 23 年３月 1日に単独株式移転により設立されたため、前期の株式数は記載しておりません。 

 

※ 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おります。 

 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての

注記事項については四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、金融危機による景気後退の中、各国政府による緊急経済対策や

金融緩和により一部の地域では改善の兆しが見られたものの、不安定な雇用情勢や設備投資の抑制など、回復力の

乏しい状態で推移しました。 

また、国内経済は、企業収益が改善するなど緩やかながら景気は回復しておりますが、厳しい雇用環境、長引く

円高、資源価格の上昇などに加え、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影響もあり、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

当社グループを取り巻く環境といたしましては、ソーシャルアプリの市場が急拡大している他、iPadやiPhone、

Android端末等スマートフォンの普及が本格化してきており、モバイルコンテンツ関連市場を取り巻く環境は大き

く変化している中で、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のため、より高度なソリューション提供が要

請されている状況にあります。 

このような環境の中、当社は、平成23年３月１日付で株式会社コネクトテクノロジーズの株式移転により持株会

社として新設いたしました。 

当第３四半期連結会計期間におきましては、既存のシステムソリューション事業に加え、サービス事業の強化、

及びエンタテインメント事業の立ち上げを図り、総合ＩＴソリューションカンパニーの構築に向けた事業の拡大を

展開しております。 

エンタテインメント事業においては、平成23年３月15日付での株式会社ゲットバック・エンタテインメントの設

立、平成23年３月31日付での株式会社ＳＢＹの子会社化、また平成23年６月１日付での株式会社ガットの子会社化

により、収益拡大を図るための対策を講じております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は301百万円、経常損失は57百万円、四半期純損失は54百万円と

なりました。 

    セグメントの業績は次のとおりであります。 

①システムソリューション事業 

システムソリューション事業につきましては、総合ＩＴソリューションカンパニーとして、主に携帯端末を利用

したシステム開発、サーバ構築などのソリューションを提供する事業で、株式会社コネクトテクノロジーズ創業か

らの既存事業として、同社において展開しております。 

当事業につきましては引き続き、稼働率の向上や効率的な開発体制の構築に取り組んでおります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の売上高は39百万円、営業利益は18百万円となりました。

②サービス事業 

サービス事業につきましては、総合ＩＴソリューションカンパニーとして、当社グループの将来的な重要セグメ

ントとなる認識を持っており、従前より継続しているテストラボ及びＡＳＰサービスとともに、自社コンテンツの

立ち上げ、またＥコマースの展開を行うことにより新たな事業基盤としての安定した収益基盤とさせるべく、株式

会社コネクトテクノロジーズにおいて展開しております。 

しかしながら、これらの事業の積極的展開は計画の遅延により、第４四半期以降の予定であります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の売上高は12百万円、営業利益は４百万円となりました。 

③エンタテインメント事業 

エンタテインメント事業につきましては、総合ＩＴソリューションカンパニーとして、エンタテインメントソリ

ューションを主眼に置いた事業であり、既存事業とのシナジー効果を見込んだ、小売・物販・Ｅコマースの展開、

企画プロデュース・キャスティング・プロダクション業務、及び映像・音楽などのコンテンツの制作を、株式会社

ゲットバック・エンタテインメント及び株式会社ＳＢＹにおいて展開しております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における当事業の売上高は249百万円、営業利益は38百万円となりました。

  

なお、前第３四半期連結会計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期比は記載しており

ません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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、56百万円となりました。 

 また、当第３四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） 

 当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は１百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失53百万円、売上債権の増加額49百万円等の減少要因があったものの、仕

入債務の増加額46百万円、未払金の増加額50百万円等の増加要因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



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は220百万円となりました。 

 これは主に、事業譲受による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円等の減少要因によるもの

であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は269百万円となりました。 

 これは主に、短期借入による収入273百万円等の増加要因によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年４月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりませんが、修正が必要と判断した場合に

は、速やかにお知らせいたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が株式会社コネクトテクノロジーズの前事業年度末に算定したも

のと著しい変化がないと見込まれるため、同社の前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

② 棚卸資産の評価方法 

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ついてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度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。 

④ 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

２．特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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又は当期純損失

(△）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又は四半期純損失（△）に

見積実効税率を乗じております。但し、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果と

なる場合には、法定実効税率を使用しております。 

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 

会計方針の変更 

当社は、平成23年３月１日に株式会社コネクトテクノロジーズを完全子会社とする単独株式移転により、純粋

持株会社として設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



（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、平成23年３月１日に株式会社コネクトテクノロジーズの株式移転により持株会社体制への移行

を行っておりますが、株式会社コネクトテクノロジーズにおける前事業年度において415百万円、当社グループに

おける当第３四半期連結累計期間において226百万円の大幅な営業損失を計上し、また営業キャッシュ・フローも

218百万円のマイナスとなっていることから、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状況が存在

しております。 

当社グループは当該状況を解消するため、当社グループの各事業について現状及び今後の可能性を吟味し、キャ

ッシュ・フローの改善を最優先課題として、黒字体質に向けた収益構造の大規模な転換に取り組むために、徹底し

たコスト削減により、企業収益が確保できる効率的な体制の構築と改善の実施が必要不可欠であると判断し、総合

ＩＴソリューションカンパニーとしての当社グループ戦略の再構築を進めております。 

平成23年３月１日付けで持株会社体制への移行を行ったことにより、従来株式会社コネクトテクノロジーズが手

掛けてきた４つの基幹事業（システムソリューション事業・サービス事業・コンサルティング事業・プロダクツ事

業）を２つの基幹事業（システムソリューション事業・サービス事業）として、更なる集中を図ると同時に、改め

て事業軸を明確にしております。 

システムソリューション事業は、主に携帯端末を利用したシステム開発、サーバ構築などのソリューションを提

供する事業で、株式会社コネクトテクノロジーズ創業からの既存事業でもあります。 

また、同社が最も得意とする事業でもあるため、その蓄積されたノウハウも多いことから引き続き、競合他社と

の優位性が保てると判断しました。 

サービス事業は、携帯端末に特化した付加価値サービスを提供する事業で、携帯端末をはじめとする成長分野を

その対象としていることに加えサービスを提供する範囲が限定されないため、将来性、成長性という観点から収益

性が高く見込めるものと判断しております。 

これらに加え、既存事業とのシナジー効果を見込んで、現行の経営陣の得意分野であるエンタテインメント事業

を３つ目の新たな事業軸とすることで、総合ＩＴソリューションカンパニーにおけるグループ力の付加価値、独自

性を高められると判断しました。 

新たな事業軸であるエンタテインメント事業は、既存事業とのシナジー効果を見込んだ、小売・物販・Ｅコマー

スの展開、企画プロデュース・キャスティング・プロダクション業務、及び映像・音楽などのコンテンツの制作な

ど、いわゆるエンタテインメントソリューションを主眼に置いた事業であり、平成23年３月15日付での株式会社ゲ

ットバック・エンタテインメントの設立、平成23年３月31日付での株式会社ＳＢＹの子会社化、また平成23年６月

１日付での株式会社ガットの子会社化により、収益拡大を図るための対策を講じております。 

また、平成23年５月30日開催の取締役会、及び平成23年６月15日開催の臨時株主総会において、佐藤辰夫氏を割

当先とする第三者割当により発行される新株式の募集についての議案が承認され、平成23年６月16日に320百万円

の払込みがなされたことにより、キャッシュ・フローの改善を図っております。 

これらを踏まえ、当社グループのシナジー強化における更なる戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進す

ることを目的に、総合ＩＴソリューションカンパニーとして、様々なＩＴソリューションを提供できる企業を目指

していく方針であり、全社をあげての黒字体質への転換を目指してまいります。 

しかし、これらの対応策のうち、今後における戦略的かつ機動的な事業展開における売上高の確保は外部環境要

因に依存する部分も大きく、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

  



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５月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 56,870

受取手形及び売掛金 97,601

有価証券 30,000

商品及び製品 52,130

仕掛品 6,863

その他 62,352

貸倒引当金 △9,694

流動資産合計 296,123

固定資産  

有形固定資産 54,365

無形固定資産  

のれん 119,471

その他 24,610

無形固定資産合計 144,082

投資その他の資産  

投資有価証券 122,107

長期未収入金 145,909

長期貸付金 30,000

敷金及び保証金 60,173

その他 2,226

貸倒引当金 △174,288

投資その他の資産合計 186,128

固定資産合計 384,576

資産合計 680,700

負債の部  

流動負債  

買掛金 57,083

短期借入金 386,265

1年内返済予定の長期借入金 5,004

未払金 105,527

未払法人税等 5,444

その他 22,094

流動負債合計 581,420

固定負債  

長期借入金 5,798

繰延税金負債 522

その他 1,000

固定負債合計 7,320

負債合計 588,740



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 70,000

資本剰余金 7,369,231

利益剰余金 △7,348,033

株主資本合計 91,197

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 761

評価・換算差額等合計 761

純資産合計 91,959

負債純資産合計 680,700



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 441,522

売上原価 186,658

売上総利益 254,863

販売費及び一般管理費 481,562

営業損失（△） △226,698

営業外収益  

受取利息 229

出向負担金収入 4,182

その他 1,083

営業外収益合計 5,495

営業外費用  

支払利息 3,687

貸倒引当金繰入額 8,266

支払手数料 20,825

社債利息 1,840

その他 2,161

営業外費用合計 36,780

経常損失（△） △257,983

特別利益  

投資有価証券売却益 3,999

貸倒引当金戻入額 288

特別利益合計 4,287

特別損失  

固定資産除却損 516

貸倒引当金繰入額 86

減損損失 4,063

特別退職金 3,950

事務所移転費用 3,021

特別損失合計 11,638

税金等調整前四半期純損失（△） △265,334

法人税等 2,959

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △268,294

四半期純損失（△） △268,294



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 301,566

売上原価 120,226

売上総利益 181,340

販売費及び一般管理費 229,450

営業損失（△） △48,110

営業外収益  

受取利息 120

その他 475

営業外収益合計 596

営業外費用  

支払利息 2,903

支払手数料 5,724

その他 1,609

営業外費用合計 10,238

経常損失（△） △57,752

特別利益  

投資有価証券売却益 3,999

貸倒引当金戻入額 1,353

特別利益合計 5,352

特別損失  

固定資産除却損 516

事務所移転費用 486

特別損失合計 1,003

税金等調整前四半期純損失（△） △53,403

法人税等 1,059

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △54,462

四半期純損失（△） △54,462



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５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（△） △265,334

減価償却費 9,510

減損損失 4,063

のれん償却額 4,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,163

受取利息及び受取配当金 △229

支払利息 3,687

投資有価証券売却損益（△は益） △3,999

固定資産除却損 516

支払手数料 20,825

社債利息 1,840

特別退職金 3,950

事務所移転費用 3,021

売上債権の増減額（△は増加） △48,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,095

前払費用の増減額（△は増加） △5,872

未収入金の増減額（△は増加） △11,548

仕入債務の増減額（△は減少） 46,413

未払金の増減額（△は減少） 40,165

未払又は未収消費税等の増減額 2,234

その他の支出 △2,407

小計 △189,514

利息及び配当金の受取額 212

利息の支払額 △3,025

支払手数料の支払額 △12,514

損害賠償金の支払額 △600

法人税等の支払額 △6,454

法人税等の還付額 67

特別退職金の支払額 △3,950

その他 △2,899

営業活動によるキャッシュ・フロー △218,678



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△545

事業譲受による支出 △200,000

有価証券の取得による支出 △30,000

有価証券の売却及び償還による収入 24,000

有形固定資産の取得による支出 △21,439

無形固定資産の取得による支出 △15,954

短期貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 1,000

敷金及び保証金の差入による支出 △25,633

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,573

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 363,000

長期借入金の返済による支出 △3,753

株式の発行による支出 △300

新株予約権付社債の発行による収入 187,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,243

現金及び現金同等物の期首残高 7,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,870



  

（４）継続企業の前提に関する注記

当社グループは、平成23年３月１日に株式会社コネクトテクノロジーズの株式移転により持株会社体制への移行を

行っておりますが、株式会社コネクトテクノロジーズにおける前事業年度において415,411千円、当社グループにおけ

る当第３四半期連結累計期間において226,698千円の大幅な営業損失を計上し、また営業キャッシュ・フローも

218,678千円のマイナスとなっていることから、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状況が存在し

ております。 

当社グループは当該状況を解消するため、当社グループの各事業について現状及び今後の可能性を吟味し、キャッ

シュ・フローの改善を最優先課題として、黒字体質に向けた収益構造の大規模な転換に取り組むために、徹底したコ

スト削減により、企業収益が確保できる効率的な体制の構築と改善の実施が必要不可欠であると判断し、総合ＩＴソ

リューションカンパニーとしての当社グループ戦略の再構築を進めております。 

平成23年３月１日付けで持株会社体制への移行を行ったことにより、従来株式会社コネクトテクノロジーズが手掛

けてきた４つの基幹事業（システムソリューション事業・サービス事業・コンサルティング事業・プロダクツ事業）

を２つの基幹事業（システムソリューション事業・サービス事業）として、更なる集中を図ると同時に、改めて事業

軸を明確にしております。 

システムソリューション事業は、主に携帯端末を利用したシステム開発、サーバ構築などのソリューションを提供

する事業で、株式会社コネクトテクノロジーズ創業からの既存事業でもあります。 

また、同社が最も得意とする事業でもあるため、その蓄積されたノウハウも多いことから引き続き、競合他社との

優位性が保てると判断しました。 

サービス事業は、携帯端末に特化した付加価値サービスを提供する事業で、携帯端末をはじめとする成長分野をそ

の対象としていることに加えサービスを提供する範囲が限定されないため、将来性、成長性という観点から収益性が

高く見込めるものと判断しております。 

これらに加え、既存事業とのシナジー効果を見込んで、現行の経営陣の得意分野であるエンタテインメント事業を

３つ目の新たな事業軸とすることで、総合ＩＴソリューションカンパニーにおけるグループ力の付加価値、独自性を

高められると判断しました。 

新たな事業軸であるエンタテインメント事業は、既存事業とのシナジー効果を見込んだ、小売・物販・Ｅコマース

の展開、企画プロデュース・キャスティング・プロダクション業務、及び映像・音楽などのコンテンツの制作など、

いわゆるエンタテインメントソリューションを主眼に置いた事業であり、平成23年３月15日付での株式会社ゲットバ

ック・エンタテインメントの設立、平成23年３月31日付での株式会社ＳＢＹの子会社化、また平成23年６月１日付で

の株式会社ガットの子会社化により、収益拡大を図るための対策を講じております。 

また、平成23年５月30日開催の取締役会、及び平成23年６月15日開催の臨時株主総会において、佐藤辰夫氏を割当

先とする第三者割当により発行される新株式の募集についての議案が承認され、平成23年６月16日に320,000千円の払

込みがなされたことにより、キャッシュ・フローの改善を図っております。 

これらを踏まえ、当社グループのシナジー強化における更なる戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進する

ことを目的に、総合ＩＴソリューションカンパニーとして、様々なＩＴソリューションを提供できる企業を目指して

いく方針であり、全社をあげての黒字体質への転換を目指してまいります。 

しかし、これらの対応策のうち、今後における戦略的かつ機動的な事業展開における売上高の確保は外部環境要因

に依存する部分も大きく、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。 



１．報告セグメントの概要 

当社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。 

当社は持株会社であり、当社グループは当社とともに３社の子会社により構成されており、サービスの種類別に

３つの事業セグメントを置き、それぞれ事業特性に応じた活動を展開しております。   

したがって、当社グループは、事業部門を基礎としたセグメントから構成されており、「システムソリューショ

ン事業」、「サービス事業」、「エンタテインメント事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントの事業内容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３四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成23年５月31日）  

（単位：千円）

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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。 

  

（５）セグメント情報

事業区分 事業内容 会社名 

システムソリューション事業 

主に、携帯電話を利用したサービスを実現する

ためのシステム開発、サーバ構築、運用等のソ

リューションを展開しております。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ  

サービス事業 

主に、エンドユーザーに向けての直接通信サー

ビスの提供、携帯電話向けソフトウエアの検証

請負、自社コンテンツの立ち上げ、Ｅコマース

等を展開しております。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ  

エンタテインメント事業 

主に、小売・物販・Ｅコマースの展開、企画プ

ロデュース・キャスティング・プロダクション

業務、及び映像・音楽などのコンテンツの制作

等を展開しております。 

株式会社ＳＢＹ 

株式会社ゲットバック・エン

タテインメント  

  

  

 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 

システムソ
リューショ
ン 事 業 

サービス事
業 

エンタテイ

ンメント事

業  

合計  

売上高          

外部顧客への売上高  159,227  32,753 249,540  441,522  －  441,522

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  159,227  32,753 249,540  441,522  －  441,522

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
 83,411  12,738 33,330  129,480  △356,179  △226,698

△356,179 △356,179



当第３四半期連結会計期間（自平成23年３月１日 至平成23年５月31日）  

（単位：千円）

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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 

「エンタテインメント事業」セグメントにおいて、平成23年３月31日付で、株式会社オゾンネットワークが所有

する株式会社ＳＢＹの全株式を取得し、同日付でＳＢＹ社においてオゾンネットワーク社よりＳＢＹ事業の事業譲

受を実行いたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結会計期間においては119,471

千円であります。  

  

（追加情報） 

株式会社コネクトテクノロジーズの第１四半期会計期間より、「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。  

  

当社は、平成23年３月１日付で単独株式移転により設立されました。設立日における資本金は10,000千円、資本

剰余金は7,309,231千円であります。なお、設立後、当第３四半期連結会計期間において、第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ60,000千円増加して

おります。その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が70,000千円、資本剰余金が7,369,231千円と

なっております。  

  

 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 

システムソ
リューショ
ン 事 業 

サービス事
業 

エンタテイ

ンメント事

業  

合計  

売上高          

外部顧客への売上高  39,573  12,452 249,540  301,566  －  301,566

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  39,573  12,452 249,540  301,566  －  301,566

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
 18,714  4,363 38,120  61,199  △109,310  △48,110

△109,310 △109,310

（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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