
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２四半期連結会計期間末
(平成23年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,072,910 1,948,531

受取手形及び売掛金 991,378 923,261

商品及び製品 4,142 6,739

仕掛品 17,402 14,144

原材料及び貯蔵品 417 338

繰延税金資産 76,803 72,772

その他 81,283 80,541

貸倒引当金 △17,216 △16,066

流動資産合計 3,227,121 3,030,263

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 57,501 61,806

機械装置及び運搬具（純額） 2,265 2,796

工具、器具及び備品（純額） 99,920 128,652

土地 50,400 50,400

有形固定資産合計 ※  210,087 ※  243,655

無形固定資産   

のれん 107,213 178,769

ソフトウエア 186,008 164,169

その他 1,508 1,508

無形固定資産合計 294,729 344,447

投資その他の資産   

投資有価証券 121,827 118,940

敷金及び保証金 196,596 196,056

長期滞留債権 4,960 6,310

繰延税金資産 40,936 28,261

その他 18,881 9,695

貸倒引当金 △4,774 △6,310

投資その他の資産合計 378,428 352,953

固定資産合計 883,245 941,056

資産合計 4,110,366 3,971,320
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 290,537 255,865

1年内返済予定の長期借入金 34,183 32,871

未払費用 140,729 103,521

未払法人税等 170,284 172,252

未払消費税等 16,984 17,285

賞与引当金 57,025 67,700

役員賞与引当金 4,998 10,750

返品調整引当金 2,034 4,823

ポイント引当金 19,400 －

その他 118,562 160,167

流動負債合計 854,738 825,236

固定負債   

長期借入金 63,750 106,310

その他 8,900 3,000

固定負債合計 72,650 109,310

負債合計 927,388 934,546

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 2,545,391 2,437,173

自己株式 △24,027 △24,027

株主資本合計 3,083,113 2,974,896

少数株主持分 99,864 61,877

純資産合計 3,182,977 3,036,774

負債純資産合計 4,110,366 3,971,320
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(2)【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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,228,737 2,367,644

売上原価 1,028,703 1,065,557

売上総利益 1,200,034 1,302,087

返品調整引当金戻入額 7,945 4,823

返品調整引当金繰入額 5,258 2,034

差引売上総利益 1,202,721 1,304,876

販売費及び一般管理費 ※1  883,541 ※1  980,702

営業利益 319,179 324,174

営業外収益   

受取利息 1,361 380

受取配当金 52 52

為替差益 370 －

雑収入 2,509 8,401

営業外収益合計 4,293 8,833

営業外費用   

支払利息 726 877

為替差損 － 274

消費税等簡易課税差額損失 304 －

雑損失 437 841

営業外費用合計 1,468 1,993

経常利益 322,004 331,015

特別損失   

固定資産除却損 573 4,062

子会社株式売却損 － 306

子会社株式評価損 － 15,000

投資有価証券評価損 － 27,113

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,424

特別損失合計 573 47,905

税金等調整前四半期純利益 321,430 283,109

法人税、住民税及び事業税 139,429 －

法人税等調整額 9,693 －

法人税等合計 149,122 ※2  133,477

少数株主損益調整前四半期純利益 － 149,632

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,649 △236

四半期純利益 168,658 149,868
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,133,462 1,172,765

売上原価 515,753 538,204

売上総利益 617,708 634,561

返品調整引当金繰入額 △1,165 △2,206

差引売上総利益 618,873 636,767

販売費及び一般管理費 ※1  457,895 ※1  502,880

営業利益 160,978 133,887

営業外収益   

受取利息 1,306 355

為替差益 160 151

雑収入 11 5,072

営業外収益合計 1,478 5,579

営業外費用   

支払利息 360 529

消費税等簡易課税差額損失 191 －

雑損失 68 822

営業外費用合計 620 1,352

経常利益 161,836 138,114

特別損失   

固定資産除却損 573 －

特別損失合計 573 －

税金等調整前四半期純利益 161,262 138,114

法人税、住民税及び事業税 87,074 －

法人税等調整額 △12,542 －

法人税等合計 74,531 ※2  65,119

少数株主損益調整前四半期純利益 － 72,995

少数株主利益 2,799 536

四半期純利益 83,931 72,458
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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 321,430 283,109

減価償却費 62,248 75,095

のれん償却額 38,395 35,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,207 △385

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,687 △2,789

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 19,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,728 △10,675

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,854 △5,752

受取利息及び受取配当金 △1,413 △432

支払利息 726 877

売上債権の増減額（△は増加） △73,343 △68,116

前受金の増減額（△は減少） 699 △42,156

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,839 △738

仕入債務の増減額（△は減少） △4,967 34,751

前渡金の増減額（△は増加） 7,294 9,405

未払費用の増減額（△は減少） 32,277 37,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,156 △319

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,113

その他 △11,293 13,125

小計 317,999 404,667

利息及び配当金の受取額 1,413 432

利息の支払額 △726 △877

法人税等の還付額 － 1,642

法人税等の支払額 △136,626 △151,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,060 254,496

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 △319,266 △919,462

定期預金の払戻による収入 411,941 921,680

有形固定資産の取得による支出 △4,732 △1,257

無形固定資産の取得による支出 △43,105 △66,545

投資有価証券の取得による支出 △42,500 △15,000

子会社株式の取得による支出 － △30,000

子会社株式の売却による収入 － 70,840

短期貸付けによる支出 － △5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,500 △3,624

敷金及び保証金の回収による収入 3,000 1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,837 △46,868

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 △4,998 △41,248

リース債務の返済による支出 △2,560 △1,449

配当金の支払額 △41,910 △41,222

少数株主への配当金の支払額 △44 －

少数株主からの払込みによる収入 － 3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,513 △80,919
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 478 △110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135,862 126,598

現金及び現金同等物の期首残高 1,233,866 727,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,369,729 ※  853,600
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第２四半期連結会計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31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】 

  

 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

(1)連結の範囲の変更 

当第２四半期連結会計期間において、きぼうキャピタル株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

５社 

２ 連結子会社の事業年度に関する事項の変更 

(1)決算日等が連結決算日と異なる場合の内容等 

連結子会社のうち当第２四半期連結会計期間から連結子会社としております、きぼうキャピタル株式会社の

第２四半期決算日は６月30日であります。四半期連結財務諸表の作成にあたっては、四半期連結決算日（３ 

月31日）現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ160千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は1,584千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「敷

金及び保証金」が1,584千円減少しております。 

 

 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四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２四半期連結累計期間において、一部の子会社につ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２四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。 

「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

 

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

 （四半期連結損益計算書関係） 

前第２四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２四半期連結会計期間において、一部の子会社につ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２四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。 

  

 「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 
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【簡便な会計処理】 

 
  
【追加情報】 

 
  
【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 
  

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31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。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日)

 （ポイント引当金） 

従来、一部の連結子会社のサービスにおいて、顧客に付与したポイント使用に伴う負担についてはポイント

利用時に費用計上しておりましたが、システムの整備により計算に必要なデータが確保でき、合理的に将来の

ポイント使用に伴う負担を算定できるようになったことに伴い、当第２四半期連結累計期間よりポイント引当

金を計上しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ19,400千円減少しております。 
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【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２四半期連結累計期間 

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年９月30日)

  

※ 有形固定資産の減価償却累計額   304,427千円 
  

  

※ 有形固定資産の減価償却累計額     269,602千円 
  

(自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

※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 59,148千円

給与手当 166,132千円

賞与引当金繰入額 28,364千円

役員賞与引当金繰入額 5,846千円

通信費 24,352千円

広告宣伝費 299,087千円

減価償却費 14,546千円

地代家賃 30,088千円

貸倒引当金繰入額 4,795千円

支払手数料 120,789千円

のれん償却額 38,395千円

 

※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 51,220千円

給与手当 164,387千円

賞与引当金繰入額 33,802千円

役員賞与引当金繰入額 4,998千円

通信費 28,109千円

広告宣伝費 333,223千円

減価償却費 19,363千円

地代家賃 28,273千円

貸倒引当金繰入額 8,011千円

支払手数料 148,918千円

のれん償却額 35,632千円

 

─────── ※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。 

(自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

※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 33,396千円

給与手当 82,476千円

賞与引当金繰入額 11,054千円

役員賞与引当金繰入額 2,923千円

通信費 10,786千円

広告宣伝費 164,464千円

減価償却費 6,165千円

地代家賃 14,836千円

貸倒引当金繰入額 899千円

支払手数料 63,082千円

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 24,672千円

給与手当 80,454千円

賞与引当金繰入額 16,775千円

役員賞与引当金繰入額 2,499千円

通信費 14,469千円

広告宣伝費 178,192千円

減価償却費 9,692千円

地代家賃 13,722千円

貸倒引当金繰入額 4,389千円

支払手数料 74,489千円

のれん償却額 16,434千円

 

─────── ※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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(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２四半期連結会計期間末（平成23年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年10月１

日 至 平成23年３月31日) 
  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
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。 

  

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。 

  

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31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 1,708,817千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △339,088千円

現金及び現金同等物 1,369,729千円

※ 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 2,072,910千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △1,219,310千円

現金及び現金同等物 853,600千円

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 5,255,000 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 48,611 

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22年12月21日 
定時株主総会 

普通株式 41,651 8.00 平成22年９月30日 平成22年12月22日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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 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２四半期連結会計期

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。 

  

 
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 953,854 121,255 58,351 1,133,462 ― 1,133,462 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 3,242 ─ 11,388 14,630 (14,630) ―

計 957,096 121,255 69,740 1,148,093 (14,630) 1,133,462 

営業利益 
又は営業損失(△) 325,868 △97,441 7,439 235,866 (74,888) 160,978 
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31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 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２四半期連結会計期

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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び前第２四半期連

結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31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２四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び前第２四半期連

結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31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 1,909,400 226,764 92,572 2,228,737 ─ 2,228,737 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 3,487 ─ 22,525 26,012 (26,012) ─

計 1,912,887 226,764 115,098 2,254,750 (26,012) 2,228,737 

営業利益 
又は営業損失(△) 633,410 △168,226 5,024 470,208 (151,028) 319,179 
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

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。 

  

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、当社の取締役会が、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、内部管理上採用している区分により「乗換案内事業」「マルチメディア事業」の２

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主な製品等は以下のとおりであります。 

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 

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 

  

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２四半期連結累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(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、受託開発ソフトウェア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△146,486千円には、のれん償却額△20,632千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△125,854千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利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)３乗換案内事業

マルチ
メディア事業

計

売上高    

外部顧客への売上高 1,918,017 395,398 2,313,415 54,229 ― 2,367,644 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 185 ― 185 35,844 △36,029 ―

計 1,918,202 395,398 2,313,600 90,074 △36,029 2,367,644 

セグメント利益 
又は損失(△) 579,179 △107,222 471,957 △1,296 △146,486 324,174 
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当第２四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(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、受託開発ソフトウェア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△71,332円には、のれん償却額△8,934千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△62,397千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利益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 

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)３乗換案内事業

マルチ
メディア事業

計

売上高    

外部顧客への売上高 942,193 205,341 1,147,535 25,230 ― 1,172,765 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 102 ― 102 26,464 △26,566 ―

計 942,295 205,341 1,147,637 51,694 △26,566 1,172,765 

セグメント利益 
又は損失(△) 263,550 △63,715 199,834 5,384 △71,332 133,887 
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(金融商品関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日) 

金融商品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

変動がありません。 

  

(有価証券関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31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

変動がありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日) 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31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２四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

(資産除去債務関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日) 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

(賃貸等不動産関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 
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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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第２四半期連結累計期間 

 
  
(注) １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
  
(注) １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年３月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年９月30日)

 

  

 592円18銭

  
571円39銭

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日)

        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 32円39銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  
        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 28円79銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 168,658 149,868 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 168,658 149,868 

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 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日)

        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 16円12銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  
        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 13円92銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 83,931 72,458 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 83,931 72,458 

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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(重要な後発事象) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」等の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。 

  

該当事項はありません。 

２【その他】
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