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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1)連結経営成績 

（％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（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年３月期第３四半期 15,274  23.0 △181 ― △237 ― △428 ― 

19 年３月期第３四半期 12,414 △30.6 △603 ―    △562 ― △858 ― 

(参考)19 年３月期  16,763        △720      △644   △1,580   

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年３月期第３四半期 △5,690 36 ― ― 

19 年３月期第３四半期 △12,399 58 ― ― 

(参考)19 年３月期 △22,816 61 ― ― 
(注) 平成20年３月期第３四半期、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益については、当四半期において潜在株式が存在しておりますが、四半期（当期）純損失を計
上しておりますので記載しておりません。 

 
(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 

20 年３月期第３四半期 20,534 3,606 11.5 51,125 51 

19 年３月期第３四半期 11,770 3,992 32.6 53,352 00 

(参考)19 年３月期 11,081 3,321 28.1 43,259 81 

 
(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による  

キャッシュ・フロー 

投資活動による  

キャッシュ・フロー 

財務活動による  

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年３月期第３四半期 △1,980 1,435 2,871 3,348 

19 年３月期第３四半期 △1,450 158 1,775 2,788 

(参考)19 年３月期 △1,669 △1,382 1,761 1,021 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

   円   銭   円   銭   円   銭   円   銭   円   銭 

19 年３月期(実績) ―  ― ―  ― ―  ― 3,000 00 3,000 00 

20 年３月期(実績) ―  ― ―  ― ―  ― ―  ― ―  ― 

20 年３月期(予想) ―  ― ―  ― ―  ― 3,000 00 3,000 00 
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３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 【参考】 
 

（百万円未満切捨て） 
平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 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 25,000( 49.1) 200 (   ―) 250 (   ―) 100 (   ―) 1,391 40 

 
４．その他 
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
また当社は、当四半期に株式の公開買付けによりハイブリッド・サービス株式会社の議決権数の過半数
を保有することとなりましたので、当四半期より連結の範囲に含めておりますが、損益計算書は第４四
半期（平成20年１月１日から始まる３ヶ月間）からの連結になります。 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性がある為、その結果について当社グループが保証
するものではありません。 
 なお、上記予想に関する事項は４ページをご参照下さい。 

 
【参考】                                                                  （百万円未満切捨て） 
平成 20 年３月期第３四半期個別財務・業績の概況（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1)経営成績（個別）の進捗状況 

（％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（当期） 

純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 

20 年３月期第３四半期 10,859  △5.0 △140 ― △93 ― △108 ― 
19 年３月期第３四半期 11,426 △33.4 △646 ― △575 ― △813 ― 

(参考)19 年３月期 14,935     △828   △749   △1,601   

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年３月期第３四半期 △1,442 56 ― ― 
19 年３月期第３四半期 △11,745 29 ― ― 
(参考)19 年３月期 △23,125 42 ― ― 
(注) 平成20年３月期第３四半期、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当り四

半期純利益については、当四半期において潜在株式が存在しておりますが、四半期（当期）純損失を計上
しておりますので、記載しておりません。 

 
(2）財政状態（個別）の変動状況 

 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 

20 年３月期第３四半期 12,151 2,638 21.7 37,408 67 

19 年３月期第３四半期 11,443 3,858 33.7 53,706 30 

(参考)19 年３月期 10,292 3,071 29.8 42,743 11 

 

(3)平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 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 14,000( △6.3) 70 (   ―) 120 (   ―) 100 (   ―) 1,391 40 
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【定性的情報・財務諸表等】 

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(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日)における当社グループ
は、前期より事業開始した、子会社などが通年で業績に寄与することで、売上高においては、前年同
期の124億14百万円から23.0％増加し152億74百万円となりました。 
売上原価は、前年同期より23億54百万円増加し94億59百万円(前年同期比33.1％増)、売上原価率は

携帯電話販売数量の増加等により4.7ポイント上昇して61.9％となりました。 
販売費及び一般管理費は、前年同期より83百万円増加し59億95百万円となり、売上高の増加により

売上高販売費及び一般管理費比率は、8.3ポイント減少して39.3％となりました。 

以上の結果、利益面では、人材採用コストの増加やのれん償却コストの増加をカバーするまでには至

らず、営業損失は、前年同期の６億３百万円から４億21百万円減少しましたが、１億81百万円となり

ました。 
営業外損益は、株式公開買付費用などの増加により56百万円(前年同期41百万円の収益)の支出とな

りました。この結果経常損失は、前年同期の５億62百万円から３億24百万円減少し２億37百万円とな
りました。 
特別損益は、30万円の収益となり、税金等調整前中間純損失は、２億37百万円となりました。 

その結果四半期純損失は、前年同期の８億58百万円から４億29百万円減少し４億28百万円となりまし

た。 
 

【ソリューション事業】 

ソリューション事業においては、コピー機や複合機のＯＡ機器販売や法人携帯サービスの販売は、
テレマーケティングシステムの活用や販売組織の専属化により販売展開が順調に推移いたしました。
また、平成19年２月に買収した㈱ＩＰネットサービスによるアウトバウンドコールセンターからの回
線取次サービスは、人材の確保など順調に推移し、さらに分社化した㈱ジャパンＴＳＳによる通信設
備工事などは、資格取得や社員教育に注力し、また大手通信設備工事会社からの外部受注などの業務
処理体制も整いました。以上により当第３四半期の売上高は、前年同期の90億13百万円から14.5%増加
し103億19百万円となり営業利益は、前年同期の90百万円から527.5%と大幅に増加し５億64百万円とな
りました。 
 

【モバイル事業】 

移動通信市場では、平成19年11月に導入された携帯電話の端末価格と通信料の分離プランによる市
場活性化や料金プランの変更などにより、当第３四半期末での携帯電話契約件数の累計加入数は１億
件を突破いたしました。このような事業環境のもと当社グループでは、平成19年２月より事業開始し
た、㈱オービーエム城東にて上半期までは新規出店に注力し、第３四半期からは、ショップの生産性
の効率向上に努めてまいり、不採算店舗を２店舗閉鎖し、その結果売上高は、前年同期の21億64百万
円から65.4%増加し35億79百万円となりました。利益面では、携帯電話販売代理店間の競争激化による
利益率の低下や今期に出店した新店の黒字化には至らず、前年同期の73百万円の営業損失から２億77
百万円の営業損失となりました。 
 

【サービス＆サポート事業】 

ＩＳＰサービスは、前期より取り組んでまいりましたコンテンツサービスが堅調に推移し、平成18
年12月より、子会社の㈱フレクソルにて取り組んでまいりました医療機関向けのファクタリングサー
ビスも概ね順調に推移し、売上高は前年同期の12億37百万円から11.2%増加し13億75百万円となり、営
業損益は前年同期の△14百万円の営業損失から99百万円の営業利益へ黒字転換を果たしました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期より、ハイブリッド・サービス株式会社及びその子会社を連結範囲に含めております
ので、当第３四半期末では、前連結会計年度末に比べて資産・負債とも大きく増加しております。 
総資産は、前連結会計年度末からより94億52百万円増加し205億34百万円となりました。買収による

子会社の増加により、流動資産が89億15百万円増加いたしました。 
純資産は､前連結会計年度末より２億85百万円増加し36億6百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動の結果使用した資金は19億80百万円となりました。

主に、のれん償却額が１億61百万円増加し、子会社への営業貸付金３億53百万円等によるものです。 
投資活動によるキャッシュ･フローは、14億35百万円となりました。主に子会社の株式取得13億93

百万円等によるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フローは28億71百万円となりました。主に配当金の支払い２億15百万

円と短期借入金の増加30億94百万円等によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想については、本日開示いたしました。｢平成20年３月期通期連結業績予想の修正に関するお
知らせ｣をご参照ください。 
 

４．その他 

(1) 期中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） 
新規 １社（社名 ハイブリッド・サービス（株）） 
(注) 当社は、当四半期に株式の公開買付けによりハイブリッド・サービス株式会社の議決権数の過半数を保

有することとなりましたので、当四半期より貸借対照表は連結の範囲に含めておりますが、損益計算書
は第４四半期からの連結になります。 

 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上に簡便的な方法を適用しております。 
引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。 
 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
該当事項はございません。 

 

５．その他 

(1)(要約)四半期連結貸借対照表 
(2)(要約)四半期連結損益計算書 
(3)(要約)四半期連結株主資本等変動計算書 
(4)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(5)セグメント情報 
(6)生産・受注及び販売の状況  
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(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位:千円） 

 連結財務諸表 
当第３四半期期末 

(平成19年12月31日) 

前第３四半期期末 

(平成18年12月31日) 
増減 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

区分 金額 
構成比 

(％) 
金額 

構成比 

(％) 
金額 

増減率 

(％) 
金額 

構成比 

(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金 4,201,572  3,869,743  331,829  2,156,600  

 ２ 受取手形及び売掛金 5,684,517  1,383,428  4,301,089  1,739,739  

 ３ たな卸資産 2,382,269  510,478  1,871,790  651,813  

 ４ 金銭債権未収入金 911,040  ―  911,040  413,594  

 ５ その他 1,027,493  1,192,068  △164,575  329,937  

   流動資産合計 14,206,892 69.2 6,955,718 59.1 7,251,174 104.2 5,291,685 47.8 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産 3,043,469  3,116,006  △72,536  2,997,443  

 ２ 無形固定資産 1,050,756  218,287  832,468  1,089,902  

 ３ 投資その他の資産 2,233,271  1,480,075  753,196  1,702,764  

   固定資産合計 6,327,497 30.8 4,814,369 40.9 1,513,128 31.4 5,790,111 52.2 

   資産合計 20,534,390 100.0 11,770,087 100.0 8,764,302 74.5 11,081,796 100.0 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 支払手形及び買掛金 4,170,609  1,244,148  2,926,460  1,517,966  

 ２ 短期借入金 4,522,676  480,000  4,042,676  520,000  

 ３ １年内返済予定長期借入金 241,704  155,712  85,992  155,712  

 ４ １年内償却予定社債 567,850  200,000  367,850  200,000  

 ５ 前受保守料 577,000  795,757  △218,756  743,559  

 ６ その他 1,816,602  1,556,470  260,131  1,490,347  

   流動負債合計 11,896,441 57.9 4,432,088 37.7 7,464,353 168.4 4,627,584 41.7 

Ⅱ 固定負債         

 １ 社債 600,000  1,167,850  △567,850  1,167,850  

 ２ 長期借入金 3,737,203  866,076  2,871,127  827,148  

 ３ 長期前受保守料 642,650  1,256,158  △613,507  1,080,783  

 ４ その他 51,496  55,731  △4,234  56,958  

   固定負債合計 5,031,350 24.5 3,345,815 28.4 1,685,535 50.4 3,132,739 28.3 

   負債合計 16,927,792 82.4 7,777,903 66.1 9,149,888 117.6 7,760,324 70.0 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

資本金 772,606 3.8 753,213 6.4 19,393 2.6 754,115 6.8 

資本剰余金 701,722 3.4 682,329 5.8 19,393 2.8 683,231 6.2 

利益剰余金 1,402,158 6.8 2,772,337 23.6 △1,370,179 △49.4 2,046,680 18.5 

自己株式 △519,716 △2.5 △375,605 △3.2 △144,111 38.4 △375,605 △3.4 

株主資本合計 2,356,769 11.5 3,832,274 32.6 △1,475,504 △38.5 3,108,421 28.1 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金 △856 0.0 845 0.0 △1,702 ― 660 0.0 

Ⅲ 少数株主持分 1,250,684 6.1 159,063 1.3 1,091,621 686.3 212,389 1.9 

  純資産合計 3,606,597 17.6 3,992,183 33.9 △385,585 △9.7 3,321,471 30.0 

  負債・純資産合計 20,534,390 100.0 11,770,087 100.0 8,764,302 74.5 11,081,796 100.0 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位:千円） 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

増減 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

区分 金額 
百分比 

(％) 
金額 

百分比 

(％) 
金額 

増減率 

(％) 
金額 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高 15,274,186 100.0 12,414,750 100.0 2,859,436 23.0 16,763,990 100.0 

Ⅱ 売上原価 9,459,571 61.9 7,105,190 57.2 2,354,381 33.1 9,665,456 57.7 

   売上総利益 5,814,615 38.1 5,309,560 42.8 505,054 9.5 7,098,533 42.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,995,912 39.3 5,912,818 47.6 83,094 1.4 7,819,455 46.6 

   営業損失(△) △181,297 △1.2 △603,258 △4.8 421,960 ― △720,922 △4.3 

Ⅳ 営業外収益 123,197 0.8 85,315 0.7 37,882 44.4 123,093 0.8 

Ⅴ 営業外費用 179,518 1.2 44,310 0.4 135,208 305.1 46,485 0.3 

   経常損失(△) △237,618 △1.6 △562,253 △4.5 324,634 ― △644,313 △3.8 

Ⅵ 特別利益 6,907 0.0 1,200 0.0 5,706 475.2 ― ― 

Ⅶ 特別損失 7,213 0.0 73,737 0.6 △66,523 △90.2 456,292 2.8 

税金等調整前四半期 
(当期)純損失(△) 

△237,925 △1.6 △634,790 △5.1 396,864 ― △1,100,606 △6.6 

   税金費用 133,443 0.9 199,116 1.6 △65,673 △33.0 437,283 2.6 

   少数株主利益 57,543 0.4 24,889 0.2 32,654 131.2 42,441 0.2 

四半期(当期)純損失 

(△) 
△428,912 △2.8 △858,795 △6.9 429,883 ― △1,580,331 △9.4 
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書  

当第３四半期(自 平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 日) 

（単位:千円） 
株主資本 評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本 
剰余金 

利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

少数株主 
持分 純資産合計 

前期末残高 754,115 683,231 2,046,680 △375,605 3,108,421 660 212,389 3,321,471 

当四半期変動額         

新株の発行 18,491 18,491   36,982   36,982 

剰余金の配当   △215,610  △215,610   △215,610 

四半期純利益   △428,912  △428,912   △428,912 

自己株式の取得    △144,111 △144,111   △144,111 

株主資本以外の項

目の四半期変動額

(純額) 
     △1,517 1,038,295 1,036,778 

当四半期変動額合計 18,491 18,491 △644,522 △144,111 △751,652 △1,517 1,038,295 285,126 

四半期末残高 772,606 701,722 1,402,158 △519,716 2,356,769 △856 1,250,684 3,606,597 

 

前第３四半期(自 平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日) 

（単位:千円） 

株主資本 評価・換算 
差額等 

 
資本金 資本 

剰余金 
利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

少数株主 
持分 純資産合計 

前期末残高 578,482 507,602 3,836,122 △375,605 4,546,602 3,147 134,174 4,683,924 

当四半期変動額         

新株の発行 174,730 174,727   349,457   349,457 

剰余金の配当   △204,990  △204,990   △204,990 

四半期純利益   △858,795  △858,795   △858,795 

株主資本以外の項

目の四半期変動額

(純額) 
     △2,301 24,889 22,587 

当四半期変動額合計 174,730 174,727 △1,063,785 ― △714,327 △2,301 24,889 △691,740 

四半期末残高 753,213 682,329 2,772,337 △375,605 3,832,274 845 159,063 3,992,183 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日) 

（単位:千円） 
株主資本 評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本 
剰余金 

利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

少数株主 
持分 純資産合計 

前期末残高 587,482 507,602 3,836,122 △375,605 4,546,602 3,147 134,174 4,683,924 

当期変動額         

新株の発行 175,632 175,629   351,261   351,261 

剰余金の配当   △204,990  △204,990   △204,990 

当期純損失   △1,580,331  △1,580,331   △1,580,331 

非連結子会社の連

結開始に伴う利益

剰余金の減少額 
  △4,120  △4,120   △4,120 

株主資本以外の項

目の四半期変動額

(純額) 
     △2,486 78,214 75,728 

当期変動額合計 175,632 175,629 △1,789,442 ― △1,438,181 △2,486 78,214 △1,362,452 

当期末残高 754,115 683,231 2,046,680 △375,605 3,108,421 660 212,389 3,321,471 
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(4)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位:千円） 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

区分 金額 金額 金額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
   税金等調整前四半期(当期)純利益又は 
   税金等調整前四半期(当期)純損失 

△237,925 △634,790 △1,100,606 

   減価償却費 124,164 134,513 178,998 

   減損損失 ― ― 142,316 

   受取利息及び受取配当金 △4,106 △2,377 △4,808 

   支払利息 42,696 21,204 33,927 

   売上債権の増減額(△増加) △185,330 26,757 △235,958 

   たな卸資産の増減額(△増加) △76,798 3,372 △249,743 

   金銭債権未収入金の増減額 △497,445 ― △145,409 

   仕入債務の増減額(△増加) △125,909 52,175 254,295 

   前受保守料の増減額(△減少) △604,691 △765,274 △992,847 

   その他 △206,052 △616,514 141,745 

    小計 △1,771,399 △1,780,932 △1,978,090 

   利息及び配当金の受取額 5,058 3,414 4,058 

   利息の支払額 △48,268 △23,817 △38,368 

   法人税等の支払額 △165,647 △56,079 △63,909 

   法人税等の還付額 ― 406,533 406,533 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △1,980,257 △1,450,882 △1,669,776 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   固定資産の取得による支出 △108,414 △211,981 △68,518 

   投資有価証券の取得による支出 ― △448 ― 

   連結の範囲の変更に伴う子会社株式 
   取得による収入 

1,393,456 ― ― 

   連結の範囲の変更に伴う子会社株式 
   取得による支出 

― ― △949,538 

   事業の譲受に伴う支出 ― ― △625,143 

   その他 150,417 370,575 260,856 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,435,459 158,145 △1,382,343 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の増加(△減少) 3,094,000 380,000 420,000 

   社債の発行による収入  ― 1,367,850 1,354,044 

   社債の償還による支出 △200,000 ― ― 

   長期借入れによる収入 430,000 ― ― 

   長期借入金の返済による支出 △138,282 △116,784 △155,712 

   株式の発行による収入 36,982 349,457 348,552 

   自己株式取得による支出 △144,730 ― ― 

   少数株主からの払込による収入 9,410 ― ― 

   配当金の支払額 △215,610 △204,990 △204,990 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,871,769 1,775,533 1,761,895 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 14 14 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,326,972 482,811 △1,290,210 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,021,600 2,305,931 2,305,931 

Ⅶ 非連結子会社の連結開始に伴う現金 
  及び現金同等物の増加額 

― ― 5,879 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 3,348,572 2,788,743 1,021,600 
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(5)セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第３四半期(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業 

(千円) 

サービス＆ 

サポート事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
10,319,823 3,579,245 1,375,117 15,274,186 ― 15,274,186 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

59,128 141 68,416 127,687 (127,687) ― 

計 10,378,952 3,579,387 1,443,534 15,401,873 (127,687) 15,274,186 

営業費用 9,814,168 3,856,709 1,343,982 15,014,860 440,624 15,455,484 

営業利益又は営業損失（△） 564,784 △277,322 99,551 387,013 (568,311) △181,297 

 
前第３四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業 

(千円) 

サービス＆ 

サポート事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
9,013,125 2,164,455 1,237,169 12,414,750 ― 12,414,750 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
18,785 ― 76,863 95,649 (95,649) ― 

計 9,031,911 2,164,455 1,314,032 12,510,399 (95,649) 12,414,750 

営業費用 8,941,899 2,238,248 1,328,093 12,508,241 509,767 13,018,008 

営業利益又は営業損失（△） 90,011 △73,792 △14,060 2,158 (605,416) △603,258 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業 

(千円) 

サービス＆ 

サポート事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

11,832,711 3,252,992 1,678,286 16,763,990 ― 16,763,990 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
24,135 ― 96,740 120,876 (120,876) ― 

計 11,856,847 3,252,992 1,775,027 16,884,867 (120,876) 16,763,990 

営業費用 11,720,692 3,330,768 1,779,430 16,830,891 654,020 17,484,912 

営業利益又は営業損失（△） 136,154 △77,775 △4,403 53,975 (774,897) △720,922 

 

【所在地別セグメント情報】 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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(6) 生産・受注及び販売の状況 
① 販売実績 

（単位：千円） 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

セグメント別 主要品目 金額 金額 金額 

情報通信機器販売 9,067,222 8,015,504 10,552,988 

ソフトウェア販売 664,282 997,621 1,162,069 

ｺｰﾙ ｾﾝ ﾀｰ回線取次 588,319 ― 117,652 

ソリューシ

ョ ン 事 業 

小 計 10,319,823 9,013,125 11,832,711 

携 帯 電 話 販 売 高 1,039,419 482,792 730,376 

販 売 手 数 料 2,539,825 1,681,662 2,522,616 
モ バ イ ル 

事 業 
小 計 3,579,245 2,164,455 3,252,992 

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 63,557 93,515 112,972 

Ｉ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 1,027,709 915,685 1,250,533 

ｵ ﾌ ｨ ｽｻ ﾌﾟ ﾗ ｲｻ ｰ ﾋﾞ ｽ 174,643 227,968 290,398 

金 融 サ ー ビ ス 109,207 ― 24,381 

サービス＆ 

サ ポ ー ト 

事 業 

小 計 1,375,117 1,237,169 1,678,286 

合 計 15,274,186 12,414,750 16,763,990 

(注)１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 
  ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 


