
１【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22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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,793,558 1,665,630

受取手形及び売掛金 882,906 805,299

商品及び製品 10,366 13,249

仕掛品 14,398 26,571

原材料及び貯蔵品 226 289

繰延税金資産 76,790 70,970

その他 58,022 49,206

貸倒引当金 △16,377 △15,400

流動資産合計 2,819,892 2,615,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 65,660 69,261

機械装置及び運搬具（純額） 3,259 4,379

工具、器具及び備品（純額） 99,557 81,136

土地 50,400 50,400

有形固定資産合計 ※  218,877 ※  205,177

無形固定資産   

のれん 197,967 255,560

ソフトウエア 141,914 132,817

その他 7,273 2,185

無形固定資産合計 347,155 390,563

投資その他の資産   

投資有価証券 118,940 76,440

敷金及び保証金 197,635 199,135

長期滞留債権 5,796 5,817

繰延税金資産 26,421 35,528

その他 4,845 4,845

貸倒引当金 △5,796 △5,817

投資その他の資産合計 347,843 315,950

固定資産合計 913,875 911,691

資産合計 3,733,768 3,527,509
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 253,229 259,844

1年内返済予定の長期借入金 24,996 14,996

未払費用 131,433 95,849

未払法人税等 87,858 154,901

未払消費税等 15,255 30,607

賞与引当金 38,941 66,350

役員賞与引当金 8,219 11,700

返品調整引当金 4,135 7,945

受注損失引当金 489 －

その他 144,701 113,413

流動負債合計 709,260 755,606

固定負債   

長期借入金 90,850 60,847

その他 3,000 －

固定負債合計 93,850 60,847

負債合計 803,110 816,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 277,375 277,375

資本剰余金 284,375 284,375

利益剰余金 2,333,183 2,120,005

自己株式 △23,969 △23,883

株主資本合計 2,870,964 2,657,871

少数株主持分 59,693 53,184

純資産合計 2,930,657 2,711,055

負債純資産合計 3,733,768 3,527,509
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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20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 2,800,934 3,363,251

売上原価 1,409,935 1,584,824

売上総利益 1,390,998 1,778,427

返品調整引当金戻入額 4,100 7,945

返品調整引当金繰入額 4,273 4,135

差引売上総利益 1,390,825 1,782,237

販売費及び一般管理費 ※1  908,953 ※1  1,290,715

営業利益 481,872 491,522

営業外収益   

受取利息 2,007 1,402

受取配当金 1,260 802

消費税等簡易課税差額収入 9 －

雑収入 403 2,524

営業外収益合計 3,679 4,729

営業外費用   

支払利息 738 1,404

為替差損 1,708 384

消費税等簡易課税差額損失 － 457

雑損失 － 412

営業外費用合計 2,446 2,659

経常利益 483,106 493,592

特別利益   

固定資産売却益 376 －

特別利益合計 376 －

特別損失   

固定資産除却損 3,670 597

投資有価証券評価損 1,137 －

減損損失 282 －

特別損失合計 5,090 597

税金等調整前四半期純利益 478,392 492,994

法人税、住民税及び事業税 222,455 －

法人税等調整額 516 －

法人税等合計 222,971 ※2  230,592

少数株主利益 5,871 7,571

四半期純利益 249,549 254,830
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,016,176 1,134,514

売上原価 494,962 556,120

売上総利益 521,213 578,393

返品調整引当金繰入額 △1,559 △1,123

差引売上総利益 522,772 579,516

販売費及び一般管理費 ※1  373,560 ※1  407,173

営業利益 149,212 172,342

営業外収益   

受取利息 54 40

受取配当金 1,260 750

雑収入 2 40

営業外収益合計 1,317 831

営業外費用   

支払利息 480 678

為替差損 566 754

消費税等簡易課税差額損失 0 152

営業外費用合計 1,047 1,585

経常利益 149,482 171,587

特別利益   

固定資産売却益 376 －

特別利益合計 376 －

特別損失   

固定資産除却損 1,257 23

投資有価証券評価損 1,137 －

特別損失合計 2,394 23

税金等調整前四半期純利益 147,464 171,564

法人税、住民税及び事業税 80,652 －

法人税等調整額 △10,477 －

法人税等合計 70,175 ※2  81,469

少数株主利益 4,550 3,922

四半期純利益 72,738 86,172
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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20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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 478,392 492,994

減価償却費 82,641 97,816

のれん償却額 19,197 57,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,174 956

返品調整引当金の増減額（△は減少） 173 △3,810

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,306 △27,408

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 200 △3,481

受取利息及び受取配当金 △3,267 △2,204

支払利息 738 1,404

売上債権の増減額（△は増加） △5,036 △77,607

前受金の増減額（△は減少） △12,660 50,254

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,275 15,119

仕入債務の増減額（△は減少） △24,430 △8,561

前渡金の増減額（△は増加） 7,079 2,906

未払費用の増減額（△は減少） 21,156 37,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,501 △15,242

その他 14,168 △25,596

小計 546,446 592,377

利息及び配当金の受取額 3,267 2,204

利息の支払額 △738 △1,404

法人税等の支払額 △267,211 △291,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,764 302,020

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 △323,008 △327,286

定期預金の払戻による収入 312,129 429,158

有形固定資産の取得による支出 △18,176 △58,734

有形固定資産の売却による収入 1,727 －

無形固定資産の取得による支出 △62,186 △66,039

投資有価証券の取得による支出 － △42,500

子会社株式の取得による支出 － △1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△293,763 －

敷金及び保証金の差入による支出 △31,764 △2,500

敷金及び保証金の回収による収入 － 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,043 △66,002

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △27,501 △9,997

長期借入れによる収入 － 50,000

リース債務の返済による支出 △2,149 △3,848

配当金の支払額 △41,731 △41,965

少数株主への配当金の支払額 △151 △44

自己株式の取得による支出 △10,393 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,926 △5,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,057 △276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,263 229,799

現金及び現金同等物の期首残高 1,375,834 1,233,866

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,159,571 ※  1,463,666
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第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) 

該当事項はありません。 

  

【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】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第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) 

該当事項はありません。 

  

当第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)

１ 会計処理の原則及び手続の変更 

（受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更） 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第

１四半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第３四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

また、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載のとおりであります。 

当第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)

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記していた「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」は、当第３四半期連結累計期間において税金費用の計算に簡便な会計処理を採用していることから当第３

四半期連結累計期間より「法人税等」に一括掲記しております。 

当第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)

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間において、区分掲記していた「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整

額」は、当第３四半期連結会計期間において税金費用の計算に簡便な会計処理を採用していることから当第３

四半期連結会計期間より「法人税等」に一括掲記しております。 

当第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)

１ 税金費用の計算 

一部の子会社は、税金費用の計算については、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の損益計算書におけ

る税効果会計適用後の税金費用の負担率を乗じて計算しております。 

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。 
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【追加情報】 

  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第３四半期連結累計期間 

 
  

当第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)

（売上高の計上方法） 

従来、保守契約開始時に一括収益計上を行っていた法人向けの保守契約に係る売上に関しては、金額的重要

性の高い長期の契約が増加していることから、当該契約については、当第３四半期連結累計期間より提供期間

にわたる契約の履行に応じて収益計上を行っております。この変更により売上高、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ34,176千円減少しております。 

また、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載のとおりであります。 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年９月30日)

  

※ 有形固定資産の減価償却累計額   244,769千円 
  

  

※ 有形固定資産の減価償却累計額     200,977千円 
  

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 
  

役員報酬 68,122千円

給与手当 206,017千円

賞与引当金繰入額 21,079千円

役員賞与引当金繰入額 11,330千円

通信費 35,482千円

広告宣伝費 178,320千円

減価償却費 26,224千円

地代家賃 35,311千円

貸倒引当金繰入額 9,455千円

支払手数料 135,632千円

のれん償却額 19,197千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 
  

役員報酬 87,944千円

給与手当 248,419千円

賞与引当金繰入額 22,250千円

役員賞与引当金繰入額 8,219千円

通信費 36,412千円

広告宣伝費 406,231千円

減価償却費 24,438千円

地代家賃 44,376千円

貸倒引当金繰入額 6,052千円

支払手数料 184,670千円

のれん償却額 57,675千円

 

─────── ※２ 法人税等の表示方法 

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」は「法人税等」として一括掲記しておりま

す。 
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第３四半期連結会計期間 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第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) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

該当事項はありません。 

  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 
  

役員報酬 26,848千円

給与手当 76,647千円

賞与引当金繰入額 16,231千円

役員賞与引当金繰入額 4,130千円

通信費 11,791千円

広告宣伝費 86,570千円

減価償却費 8,952千円

地代家賃 14,110千円

貸倒引当金繰入額 4,850千円

支払手数料 52,922千円

のれん償却額 19,197千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

 
  

役員報酬 28,796千円

給与手当 82,286千円

賞与引当金繰入額 14,226千円

役員賞与引当金繰入額 2,373千円

通信費 12,060千円

広告宣伝費 107,143千円

減価償却費 9,892千円

地代家賃 14,287千円

貸倒引当金繰入額 1,257千円

支払手数料 63,881千円

のれん償却額 19,279千円

 

─────── ※２ 法人税等の表示方法 

「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」は「法人税等」として一括掲記しておりま

す。 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日)

当第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)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,488,030千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △328,459千円

現金及び現金同等物 1,159,571千円

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,793,558千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △329,891千円

現金及び現金同等物 1,463,666千円

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 5,255,000 

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 48,532 
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４  配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、 

  配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

当第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) 

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリ

ース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  
(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年６月30日) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動が認められないため、記載しておりません。 

  
(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年６月30日) 

当社グループはデリバティブ取引をしておりませんので該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第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) 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

当第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) 

記載すべき重要な事項はありません。 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年12月22日 
定時株主総会 

普通株式 41,652 8.00 平成21年９月30日 平成21年12月24日 利益剰余金
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(セグメント情報) 

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

 (1) 乗換案内事業……鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」、各種旅行商品、 

         交通関連情報等 

 (2) マルチメディア事業……各種エンターテイメントコンテンツ、家庭用ゲーム、書籍等 

 (3) その他……受託開発ソフトウェア、情報関連機器リース 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間より適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

４ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間より早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

（借主側） 

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。 

（貸主側） 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  

 
乗換案内事業 

(千円)

マルチ
メディア事業

(千円)

その他
(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 945,464 38,645 32,066 1,016,176 ― 1,016,176 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 137 ─ 6,464 6,601 (6,601) ―

計 945,602 38,645 38,530 1,022,778 (6,601) 1,016,176 

営業利益 
又は営業損失(△) 302,515 △67,019 △6,369 229,126 (79,914) 149,212 
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当第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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

 (1) 乗換案内事業……鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」、各種旅行商品、 

         交通関連情報等 

 (2) マルチメディア事業……各種エンターテイメントコンテンツ、家庭用ゲーム、書籍等 

 (3) その他……受託開発ソフトウェア、情報関連機器リース 

３ 「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」に記載のとおり、受注制作のソフトウ

ェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

４ 「追加情報」に記載のとおり、従来、保守契約開始時に一括収益計上を行っていた法人向けの保守契約に係

る売上に関しては、金額的重要性の高い長期の契約が増加していることから、当該契約については、当第３

四半期連結累計期間より提供期間にわたる契約の履行に応じて収益計上を行っております。 

  

 
乗換案内事業 

(千円)

マルチ
メディア事業

(千円)

その他
(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 971,397 128,257 34,859 1,134,514 ― 1,134,514 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 250 ― 12,202 12,452 (12,452) ―

計 971,647 128,257 47,061 1,146,966 (12,452) 1,134,514 

営業利益 
又は営業損失(△) 322,839 △65,812 △7,735 249,290 (76,947) 172,342 
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

 (1) 乗換案内事業……鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」、各種旅行商品、 

         交通関連情報等 

 (2) マルチメディア事業……各種エンターテイメントコンテンツ、家庭用ゲーム、書籍等 

 (3) その他……受託開発ソフトウェア、情報関連機器リース 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間より適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の乗換案内事業セグメントにおけ

る営業利益が119千円減少し、マルチメディア事業セグメントにおける営業損失が9,135千円増加しておりま

す。 

４ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間より早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

（借主側） 

リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。 

（貸主側） 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のその他セグメントにおける営業

利益が3,074千円増加しております。 

  

 
乗換案内事業 

(千円)

マルチ
メディア事業

(千円)

その他
(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 2,564,832 79,979 156,122 2,800,934 ― 2,800,934 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 491 ─ 22,359 22,851 (22,851) ―

計 2,565,323 79,979 178,482 2,823,785 (22,851) 2,800,934 

営業利益 
又は営業損失(△) 818,503 △141,623 5,967 682,848 (200,975) 481,872 
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当第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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

 (1) 乗換案内事業……鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」、各種旅行商品、 

         交通関連情報等 

 (2) マルチメディア事業……各種エンターテイメントコンテンツ、家庭用ゲーム、書籍等 

 (3) その他……受託開発ソフトウェア、情報関連機器リース 

３ 「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」に記載のとおり、受注制作のソフトウ

ェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

４ 「追加情報」に記載のとおり、従来、保守契約開始時に一括収益計上を行っていた法人向けの保守契約に係

る売上に関しては、金額的重要性の高い長期の契約が増加していることから、当該契約については、当第３

四半期連結累計期間より提供期間にわたる契約の履行に応じて収益計上を行っております。この変更により

乗換案内事業セグメントにおける売上高及び営業利益は、それぞれ34,176千円減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会計期

間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10

月１日 至 平成21年６月30日）及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、いずれも90％を超えているため、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（平成21年４月１日から平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会計期

間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10

月１日 至 平成21年６月30日）及び当第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) 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

  

 
乗換案内事業 

(千円)

マルチ
メディア事業

(千円)

その他
(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 2,880,797 355,022 127,431 3,363,251 ― 3,363,251 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 3,737 ― 34,727 38,465 (38,465) ―

計 2,884,534 355,022 162,159 3,401,716 (38,465) 3,363,251 

営業利益 
又は営業損失(△) 956,249 △234,039 △2,711 719,498 (227,976) 491,522 
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(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
  
２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第３四半期連結累計期間 

  

 
  

(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 
  

 
  

第３四半期連結会計期間 

   

(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 
  

 
  

(重要な後発事象) 

当第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) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年９月30日)

  

 551円42銭
 

510円48銭

(自  平成20年10月１日 
至  平成21年６月30日) 

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

１株当たり四半期純利益金額 47円88銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

潜在株式がないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純利益金額 48円94銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

潜在株式がないため記載しておりません。

項目 (自  平成20年10月１日 
至  平成21年６月30日) 

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

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 249,549 254,830 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 249,549 254,830 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,211 5,206 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年６月30日) 

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

１株当たり四半期純利益金額 13円97銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

潜在株式がないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純利益金額 16円55銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

潜在株式がないため記載しておりません。

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成21年６月30日) 

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

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 72,738 86,172 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 72,738 86,172 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,206 5,206 
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該当事項はありません。 

２ 【その他】
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