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1.  平成23年4月期第1四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成22年7月31日） 

(注）平成23年４月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失である
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 ％

23年4月期第1四半期 3,617 12.1 △155 ― △111 ― △135 ―
22年4月期第1四半期 3,227 18.1 122 △75.0 287 △39.3 287 △40.4

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4月期第1四半期 △2,685.52 ―
22年4月期第1四半期 6,136.22 5,884.11

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4月期第1四半期 15,465 7,330 45.9 142,295.15
22年4月期 16,022 7,834 47.4 150,197.44

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  7,099百万円 22年4月期  7,601百万円

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4月期 ― ― ― 3,600.00 3,600.00
23年4月期 ―
23年4月期 

（予想）
― ― 3,600.00 3,600.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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  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

第2四半期 
(累計)

10,000 49.1 △50 ― △50 ― △240 ― △4,810.39

通期 25,000 70.0 1,000 145.3 1,050 30.6 200 △80.4 4,008.66



(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ますが、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き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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」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4月期1Q 51,002株 22年4月期  51,002株
② 期末自己株式数 23年4月期1Q  1,110株 22年4月期  390株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q 50,430株 22年4月期1Q 46,777株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の需要拡大や穏やかな内需回復を背景とした持

ち直し傾向が続きましたが、欧米を中心とした海外景気の下振れ懸念、デフレの継続等の下押し要因を抱え、景気

の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

インターネットの分野においては、ブロードバンド契約者数が平成22年３月末時点で3,204万契約となり、中で

もFTTHの契約数は1,778万契約となるなど（総務省公表値）、利用者数の増加とともに通信環境の高品質化が進展

しております。 

このような環境の中、当社グループは前連結会計年度までに行った構造改革や成長ドライバーへの投資を結実さ

せ売上貢献を実現させるべく、積極的に事業を展開してまいりました。 

その結果、当第一四半期における連結累計期間の業績は、売上高につきましてはISP事業者向けの提供数が増加

したことやエグゼモード株式会社（以下「エグゼモード」といいます）の連結子会社化等が反映され前同期比

12.1％増の3,617,902千円(前年同期は3,227,092千円)となりました。 

売上原価につきましては、エグゼモードの事業原価が追加されたことに伴う商品原価の増加等により、前年同期

比21.9％増の2,540,127千円(前年同期は2,083,748千円)となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、エグゼモードの費用が追加されたこと及びマーケティング部門の強化、

新規事業に関する広告宣伝費の発生等により前年同期比20.8％増の1,232,783千円(前年同期は1,020,711千円)とな

りました。 

営業外収益につきましては、負ののれん償却額が82,667千円発生したこと等により98,723千円となりました。 

営業外費用につきましては、持分法による投資損失が27,332千円発生したこと等により54,728千円となりまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、営業損失は155,008千円（前年同期は122,631千円の営

業利益）、経常損失は111,013千円（前年同期は287,519千円の経常利益）、四半期純損失は135,429千円（前年同

期は287,035千円の四半期純利益）となりました。 

また、当第１四半期連結累計期間より事業セグメント別の業績開示を開始いたしました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①ISP's ISP 

ISP's ISP事業につきましては、既存顧客へのサービス提供が順調に推移し、事業規模が拡大しております。事

業原価も売上高の拡大に合わせて増加しておりますが運用技術の向上につとめ利益を確保しております。以上の結

果、売上高1,619,041千円、セグメント利益190,727千円となりました。 

②iDC's iDC 

iDC's iDC事業につきましては、従来型のリアルデータセンターサービスから、より技術的付加価値を追加でき

る可能性がある仮想化技術によるクラウド型のデータセンターサービスへ経営資源の集中を図り、新規クラウド系

サービスの開発に注力いたしました。現状は新規サービスであるため費用が先行する状況にありますが今後の売上

拡大に備えサービスの拡充を続けております。以上の結果、売上高は503,554千円、セグメント損失は78,750千円

となりました。 

③Maker's Maker 

 Maker's Maker事業につきましては、商品ラインナップの選択と集中、在庫の圧縮、ServersManによる製品の独

自性の打ち出しなど、薄利多売型から高付加価値型への転換をはかりました。また、中国におけるM2M市場への本

格参入に向けた先行投資も進めており、事業提携および合弁会社を共同運営している中国大手デジタルコンシュマ

ー機器メーカー「愛国者(aigo)」の製品についても取り扱いを本格的に開始しております。以上の結果、売上高は

555,441千円、セグメント損失は79,920千円となりました。 

④B2C 

 B2C事業につきましては、株式会社ドリーム・トレイン・インターネットにおいて個人向けクラウドサービスな

どの新規サービスを開始し、接続サービス以外の収益を確保するべく積極的に新サービス開発を行っております。

一方、相対的に競争力の低いひかりoneTタイプ（旧TEPCOひかり）サービスからの撤退による一時的な損失が発生

したことや、今後の会費収入を増加させるためにマーケティング費用を大きく投じる等、将来に向けた構造改革に

取り組んだために費用が先行する結果となりました。以上の結果、売上高は1,051,424千円、セグメント損失は

96,155千円となりました。 

⑤SI 

 SI事業につきましては、既存顧客からの安定的な受注のほか、新規顧客の獲得がありました。以上の結果、売上

高は348,227千円、セグメント利益は39,294千円となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



⑥その他 

 その他の事業につきましては、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネットマーケティ

ング事業等が含まれております。売上高は117,079千円、セグメント利益は16,495千円となりました。 

※ 当社は、前第１四半期連結会計期間において、インターネット関連事業の単一セグメントとして開示しており

ましたが、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の適用により、当第１四半期連結会計期間より、

「ISP's ISP」「iDC's iDC」「Maker's Maker」「B2C」及び「SI」の５報告セグメント及び「その他」に分類

して開示いたします。なお、各事業の内容については下記のとおりとなります。 

当第１四半期連結累計期間と前第１四半期連結累計期間の業績比較            （単位：百万円） 

（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の総資産は、15,465,006千円となり、前連結会計年度末と比べて557,308千円減

少しました。これは、主として社債の償還や自己株式の取得等により、現金及び預金が537,595千円減少したこ

とによるものです。 

負債は8,134,476千円となり、前連結会計年度末と比べて53,500千円減少しました。これは、主として短期借

入金が297,184千円増加したものの、未払金が195,177千円、未払法人税等が75,441千円及び、負ののれんが

82,667千円減少したことによるものです。 

純資産は、主に自己株式の取得により自己株式が増加したこと及び、配当金の支払いや四半期純損失により

利益剰余金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて503,807千円減少の7,330,529千円となり、この結

果、自己資本比率は45.9％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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」といいます）の残高は、4,408,803

千円となり、前連結会計年度末比で537,595千円減少しました。 

当第１四半期連結累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。 

セグメント 事業の内容 

ISP's ISP ISP事業者向けに、ネットワークサービス等を提供しております。 

iDC's iDC 独自の仮想化技術によるクラウド系サービス等を提供しております。 

Maker's Maker ユビキタス家電の製造/販売、ライセンス提供等を行っております。 

B2C 個人向けにインターネット接続サービス等を提供しております。 

SI 様々なアプリケーションソフトの受託開発を行っております。 

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年５月１日 

至 平成21年７月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年５月１日 

至 平成22年７月31日）
差異 

対前年同期 

増減率 

売上高  3,227  3,617  390 +12.1％ 

売上総利益  1,143  1,077  △65 △5.7％ 

販売費及び一般管理費  1,020  1,232  212 +20.8％ 

営業利益又は営業損失

（△） 
 122  △155  △277 △226.4％ 

経常利益又は経常損失

（△） 
 287  △111  △398 △138.6％ 

四半期純利益又は四半

期純損失（△） 
 287  △135  △422 △147.2％ 



＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動による資金は、94,389千円の減少（前年同期は551,251千円の増加）となりました。これは主に、減

価償却費が129,425千円、のれん償却額が175,473千円あったものの、税金等調整前四半期純損失が135,322千

円、未払金の減少が191,931千円あったことによるものです。 

  

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動による資金は、224,435千円の減少（前年同期は93,872千円の減少）となりました。これは主に、無

形固定資産の取得による支出が112,280千円、貸付けによる支出が56,585千円あったことによるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動による資金は、216,585千円の減少（前年同期は1,026,795千円の増加）となりました。これは主に、

短期借入金の純増加額が310,453千円あったものの、自己株式の取得による支出が183,242千円、配当金の支払額

が170,690千円、社債の償還による支出が250,000千円あったことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 既存事業に加え、株式会社フルスピード（以下「フルスピード」といいます）及びその子会社が当社グループ

に加わったことにより、事業領域の拡大と顧客基盤の増強、そして両社の得意分野から生まれるシナジー効果が

期待できるため、新たな事業計画の策定を行い中期経営計画（SiLK VISION 2012）の更新及び当期の連結業績予

想の修正を行うに至りました。 

 これに伴い、平成22年６月11日に公表しました平成23年４月期の連結業績予想を修正しております。修正を行

うにあたり重要となる要素は以下のとおりです。 

  

■既存事業は当初の計画通り順調に推移していること 

■フルスピード及びその子会社を連結子会社化したことによって事業規模が拡大していること 

■フルスピード及びその子会社の事業計画を精査した結果、コア事業（SEO、SEM、アフィリエイト）について

順調な改善がみられ既に黒字基調に回復していること及び引き続き利益拡大傾向にあること 

■フルスピードの子会社のノンコア事業（アパレル等）において、季節要因や天候等に左右される要素がある

ものの概ね順調に推移しており、保守的に捉えても相応の利益が確保できる見込みであること 

■主にノンコア事業において法人税負担が通常より多く計上される（損金算入対象外ののれんの影響等）こと

→通期連結業績予想における当期純利益が減少した要因 

  

 なお、詳細につきましては、平成22年９月８日発表の当社「平成23年４月期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  

（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 

・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1,798千円、税金等調整前四半期純損失は30,418千円増加し

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4,958千円であります。  

・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。なお、この変更が四半期財務諸表に与える影響はありません。 

２．その他の情報



・企業結合に関する会計基準等の適用 

当第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）及び「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。 

（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。 

  



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22年７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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,408,803 4,946,398

受取手形及び売掛金 2,316,277 2,333,919

商品及び製品 441,477 372,071

仕掛品 3,072 26,233

原材料及び貯蔵品 10,321 1,428

その他 1,191,016 1,157,435

貸倒引当金 △58,084 △48,566

流動資産合計 8,312,883 8,788,921

固定資産   

有形固定資産 853,934 805,307

無形固定資産   

のれん 3,922,718 4,098,191

ソフトウエア 280,713 242,327

その他 34,944 35,666

無形固定資産合計 4,238,376 4,376,186

投資その他の資産   

投資有価証券 1,113,912 1,119,803

差入保証金 697,765 727,859

その他 278,568 235,304

貸倒引当金 △30,434 △31,068

投資その他の資産合計 2,059,812 2,051,899

固定資産合計 7,152,122 7,233,393

資産合計 15,465,006 16,022,314

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 184,025 162,499

短期借入金 2,180,187 1,883,002

1年内返済予定の長期借入金 851,580 756,848

未払金 1,815,339 2,010,516

未払法人税等 32,405 107,847

引当金 63,369 43,217

その他 556,307 693,803

流動負債合計 5,683,214 5,657,735

固定負債   

社債 350,000 400,000

長期借入金 1,092,396 1,078,840

引当金 17,705 16,746

資産除去債務 4,981 －

負ののれん 594,004 676,671

その他 392,175 357,982

固定負債合計 2,451,262 2,530,241

負債合計 8,134,476 8,187,977



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年７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４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,042,385 3,042,385

資本剰余金 1,670,602 1,670,602

利益剰余金 2,700,457 3,018,090

自己株式 △317,268 △135,204

株主資本合計 7,096,176 7,595,873

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,213 5,919

評価・換算差額等合計 3,213 5,919

少数株主持分 231,140 232,544

純資産合計 7,330,529 7,834,337

負債純資産合計 15,465,006 16,022,314



（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21年５月１日 

 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成22年７月31日) 

売上高 3,227,092 3,617,902

売上原価 2,083,748 2,540,127

売上総利益 1,143,343 1,077,774

販売費及び一般管理費 1,020,711 1,232,783

営業利益又は営業損失（△） 122,631 △155,008

営業外収益   

受取利息 1,029 754

受取配当金 50 119

有価証券売却益 149 －

負ののれん償却額 67,338 82,667

助成金収入 114,583 －

その他 1,747 15,182

営業外収益合計 184,898 98,723

営業外費用   

支払利息 18,208 22,352

持分法による投資損失 － 27,332

その他 1,802 5,043

営業外費用合計 20,011 54,728

経常利益又は経常損失（△） 287,519 △111,013

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,452 4,352

助成金収入 59,185 －

その他 152 －

特別利益合計 70,789 4,352

特別損失   

固定資産除却損 43 41

持分変動損失 80 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,620

特別損失合計 123 28,661

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（△）

358,185 △135,322

法人税、住民税及び事業税 5,510 27,233

法人税等調整額 64,542 △31,229

法人税等合計 70,052 △3,995

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △131,326

少数株主利益 1,098 4,103

四半期純利益又は四半期純損失（△） 287,035 △135,429



（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21年５月１日 

 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成22年７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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

358,185 △135,322

減価償却費 86,096 129,425

のれん償却額 160,736 175,473

負ののれん償却額 △67,338 △82,667

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,812 8,883

受取利息及び受取配当金 △1,079 △873

支払利息 18,208 22,352

為替差損益（△は益） 2 △8,270

助成金収入 △173,768 －

持分法による投資損益（△は益） － 27,332

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,620

売上債権の増減額（△は増加） 624,206 17,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,362 △55,138

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,129 13,532

仕入債務の増減額（△は減少） △59,852 21,525

未払金の増減額（△は減少） △228,642 △191,931

その他 △253,105 54,057

小計 421,604 24,639

利息及び配当金の受取額 1,036 342

利息の支払額 △15,876 △23,042

助成金の受取額 173,768 －

法人税等の支払額 △29,281 △96,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 551,251 △94,389

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 △41,192 △15,691

無形固定資産の取得による支出 △8,410 △112,280

貸付けによる支出 － △56,585

差入保証金の回収による収入 3,596 －

差入保証金の差入による支出 △45,762 －

その他 △2,103 △39,878

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,872 △224,435

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） 230,000 310,453

長期借入れによる収入 50,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △178,350 △191,712

社債の償還による支出 － △250,000

株式の発行による収入 1,049,848 －

自己株式の取得による支出 － △183,242

配当金の支払額 △113,696 △170,690

リース債務の返済による支出 － △27,255

その他 △11,006 △4,138

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,026,795 △216,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △2,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,484,173 △537,595

現金及び現金同等物の期首残高 4,020,018 4,946,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,504,191 4,408,803



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21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

当社及び連結子会社は、インターネット関連事業を主な事業としておりますが、当セグメントの売上高及び営

業利益の金額が、それぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計の90％を超えておりますので、事業

の種類別セグメント情報を省略しております。 

〔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21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

重要な在外子会社及び在外支店がないため、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21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。 

〔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、取り扱うサービスについて国内及び海外の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、当社グループはサービスを基礎としたセグメントから構成されており、「ISP's ISP」

「iDC's iDC」「Maker's Maker」「B2C」及び「SI」の５つを報告セグメントとしております。 

 「ISP's ISP」は、ISP事業者向けにネットワークサービスを提供しております。「iDC's iDC」は、独自の

仮想化技術によるクラウド系サービス等を提供しております。「Maker's Maker」は、ユビキタス家電の製造/

販売、ライセンス提供等を行っております。「B2C」は、個人向けにインターネット接続サービス等を提供し

ております。「SI」は、様々なアプリケーションソフトの開発受託を行っております。 

  

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22年５月１日 至 平成22年７月31日）     （単位：千円） 

                                                               （単位：千円） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
報告セグメント 

ISP's ISP iDC's iDC Maker's Maker B2C  SI 

売上高 

外部顧客への売上高   1,203,698  492,497  541,618  1,051,225  213,841

セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
 415,343  11,057  13,823  198  134,386

計   1,619,041   503,554   555,441   1,051,424   348,227

セグメント利益又は損失(△)   190,727   △78,750   △79,920   △96,155   39,294

  
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 

売上高 

外部顧客への売上高   115,020  3,617,902  －  3,617,902

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,058  576,867  △576,867  －

計   117,079   4,194,769   △576,867   3,617,902

セグメント利益又は損失(△)   16,495   △8,309   △146,699   △155,008



（注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネットマー

ケティング事業等を含んでおります。 

２．セグメント損益の調整額△146,699千円には、のれん償却額△108,875千円、未実現利益の調整額

△38,378千円及び、その他の連結調整額554千円が含まれております。 

３．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損失と調整を行っております。 

（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。  

当第１四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を720株、182,064千円を取得いたしま

した。なお、当第１四半期連結会計期間末における自己株式は1,110株、317,268千円となっております。 

  

（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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