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平成14年２月21日 

 

各      位 

 

 

東京都目黒区中目黒２丁目６番２０号 

楽 天 株 式 会 社 

代表取締役会長兼社長 三 木 谷  浩 史 

                           （コード番号：４７５５） 

問い合わせ先 常務取締役財務経理部長 

山 田  善 久 

ＴＥＬ （０３）５７２０－３０４１ 

 

 

四半期の事業の進捗状況（連結） 
 

平成13年12月期（当連結会計年度）第４四半期（平成13年10月１日から平成13年12月31日まで）

の連結ベースの事業の進捗状況について、お知らせ申し上げます。 

 

１．事業の進捗状況 

(1) 連結業績の概況 

（単位：千円） 

期別 

 

科目 

当連結会計年度第４四半期 

（未監査） 

当連結会計年度第３四半期 

（参考） 

売上高 1,917,320 （  100.0％） 1,770,418 （  100.0％）

営業利益 435,659 （   22.7％） 482,880 （   27.3％）

経常利益 223,648 （   11.7％） 472,694 （   26.7％）

当期純損失 197,621 （△ 10.3％） 3,185,857 （△179.9％）

 (注) 1. （ ）内は売上高に対する比率であります。 

    2. 前連結会計年度第４四半期は、連結ベースの四半期決算を実施しておりませんので、当連 

      結会計年度第４四半期について前年同期との対比は行っておりません。 

    3. 当連結会計年度第４四半期は、当連結会計年度第３四半期以前に持分法適用関連会社とな 

      った各社の持分法による投資損失(135,596千円)や未稼動資産に対する保守費(50,000 

      千円)など、合計233,100千円の営業外費用を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

店

自  平成13年10月 １日
至  平成13年12月 31日

自  平成13年７月 １日 
至  平成13年９月 30日 
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(2) 事業の種類別セグメント業績の概況 

当連結会計年度第４四半期（平成13年10月１日から平成13年12月31日まで）（未監査） 

（単位：千円） 

 
『楽天市場』 

事業 

その他インターネット・

サービス事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高      

外部顧客に対する売上高 1,442,925 474,395 1,917,320 ― 1,917,320 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
15,000 96,344 111,344 ( 111,344) ― 

計 1,457,925 570,739 2,028,665 ( 111,344) 1,917,320 

営業費用 1,006,849 585,507 1,592,356 ( 110,695) 1,481,661 

営業利益又は 

営業損失(△) 
451,075 △  14,767 436,308 (     649) 435,659 

 

当連結会計年度第３四半期（平成13年７月１日から平成13年９月30日まで）（参考） 

（単位：千円） 

 
『楽天市場』 

事業 

その他インターネット・

サービス事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高      

外部顧客に対する売上高 1,335,781 434,636 1,770,418 ― 1,770,418 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
15,000 73,896 88,896 (  88,896) ― 

計 1,350,781 508,532 1,859,314 (  88,896) 1,770,418 

営業費用 901,463 475,098 1,376,561 (  89,024) 1,287,537 

営業利益 449,318 33,434 482,752 127  482,880 

 

当連結会計年度累計（平成13年１月１日から平成13年12月31日まで）（参考） 

（単位：千円） 

 
『楽天市場』 

事業 

その他インターネット・

サービス事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高      

外部顧客に対する売上高 5,136,793 1,643,780 6,780,574 ― 6,780,574 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
45,000 259,432 304,432 ( 304,432) ― 

計 5,181,793 1,903,213 7,085,007 ( 304,432) 6,780,574 

営業費用 3,382,059 2,096,661 5,478,721 ( 303,783) 5,174,937 

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,799,734 △ 193,448 1,606,286 (     649) 1,605,636 
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２．企業集団の状況 

(1) 事業の内容 

  当社の企業集団は、平成 13 年 12 月末日現在で、当社（楽天株式会社）、子会社 11 社及び

関連会社７社によって構成されております。 

  当社グループは総合的なインターネットサービス企業グループとして、① インターネッ

ト・ショッピング・モール（『楽天市場』）及び個人向けオークション・サイト（『楽天フリー

マーケットオークション』）などの運営からなる『楽天市場』事業、並びに、② インターネ

ットへの「入り口」の役割を担うポータルサイト（『infoseek』）の運営など、主としてイン

ターネット上の媒体（メディア）を活用した各種サービスを提供する「その他インターネッ

ト・サービス事業」を展開しております。 

  当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであ

ります。なお、次の事業区分は事業の種類別セグメント情報の事業区分と同一であります。 

 

① 『楽天市場』事業 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

インターネット・ショッピング・モール（『楽天市場』）の運営 楽天(株) 

個人向けオークション・サイト（『楽天フリーマーケットオークション』）の運営 楽天(株) 

企業向けサービス取引市場（『楽天ビジネス』）の運営 楽天(株) 

インターネット総合旅行サイト（『楽天トラベル』）の運営 楽天(株) 

エレクトロニック・コマース（ＥＣ＝電子商取引）に関するコンサルティング 楽天(株) 

 

② その他インターネット・サービス事業 

提供する主要なサービス 主な事業主体 

検索機能などを備えたポータルサイト（『infoseek』）の運営 (株)インフォシーク 

ＣＳ放送チャンネルの運営 楽天ティービー(株) 

データベースを活用したマーケティングサービスの提供 ターゲット(株) 

関連技術・サービスに関する調査業務・投資業務 
Rakuten USA,Inc.、 

楽天インベストメント(株) 

デリバリーサービスを中心とした地域情報検索サイト（『でりなび』）の運営 (株)デリナビ・ドット・コム 

中古パッケージメディアを中心とした販売・買取サイト（『Easy Seek』）の運営 (株)ビズシーク 

オンライン対戦ゲームサイト（『Jgame.com』）の運営 (株)ジェイゲーム 

無料ホームページサービス（『HOOPS!』）の提供 (株)フープス 
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(2) 事業系統図 

  楽   天   (株)

・事業開発案件 楽天インベストメント投資事業組合

・投資案件

(株)インフォシーク テクマトリックス(株)

(ポータルサイト運営) (ソリューション・プロバイダー)

(株)インフォキャスト シグニチャージャパン(株)

(メーリングリストサービス提供) (クラブ・マーケティング事業)

楽天ティービー(株)

(株)デリナビ・ドット・コム (ＣＳ放送チャンネル運営) (株)ショウタイム

(地域情報検索サイト運営) (ブロードバンド向けポータル事業)

ターゲット(株)

(株)ビズシーク (マーケティングサービス提供) (株)アクトクリエイション

(古本等の販売・買取サイト運営) (商品比較サイト運営)

楽天ブックス(株)

(株)ジェイゲーム (書籍販売サイト運営) (株)トラフィックゲート

(オンライン対戦ゲームサイト運営) (アフィリエイトソリューション事業)

(株)フープス インデックスデジタル(株)

(無料ホームページサービス提供) (メールマーケティングシステム提供)

：当社 ：連結子会社

：持分法適用の関連会社 ：持分法非適用の非連結子会社

Rakuten USA,Inc.

『 楽 天 市 場 』
『 楽 天 フ リ ー マ ー ケ ッ ト オ ー ク シ ョ ン』

『 楽 天 ビ ジ ネ ス 』

楽天インベストメント(株)

『 楽 天 ト ラ ベ ル 』

ト
ラ
フ
ィ
ッ

ク
共
有

広
告
出
稿

出
資

サービス統合

技術・サービス
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(3) 関係会社の状況 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 

議決権の 

所有割合 

または被 

所有割合 

関係内容 摘要 

(連結子会社) 

株式会社インフォシーク 東京都目黒区 

千円

2,087,715

その他インターネット・

サービス事業 

％ 

100 役員の兼任あり  

株式会社インフォキャスト 東京都目黒区 238,875
その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり  

楽天ティービー株式会社 東京都新宿区 80,000
その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり  

ターゲット株式会社 東京都目黒区 480,000
その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり

 

Rakuten USA,Inc. 
アメリカ合衆国 

カリフォルニア州

546,600

(5,000千米ドル)

その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり  

楽天インベストメント株式会社 東京都目黒区 10,000
その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり  

株式会社デリナビ･ドット･コム 東京都目黒区 78,000
その他インターネット・

サービス事業 
100 

役員の兼任及び

資金貸付あり 
(注)3

株式会社ビズシーク 東京都目黒区 278,100
その他インターネット・

サービス事業 
82.87 役員の兼任あり

 

株式会社ジェイゲーム 東京都目黒区 35,450
その他インターネット・

サービス事業 
100 

役員の兼任及び

資金貸付あり 
 

株式会社フープス 東京都目黒区 10,000
その他インターネット・

サービス事業 
100 役員の兼任あり  

(持分法適用関連会社) 

楽天ブックス株式会社 東京都目黒区 400,000

その他インターネット・

サービス事業 50.00 役員の兼任あり
 

インデックスデジタル株式会社 大阪府大阪市 15,000
その他インターネット・

サービス事業 
20.00   

テクマトリックス株式会社 東京都台東区 872,800
その他インターネット・

サービス事業 
37.04 役員の兼任あり  

シグニチャージャパン株式会社 東京都品川区 944,913
その他インターネット・

サービス事業 
33.37   

株式会社ショウタイム 東京都千代田区 480,000
その他インターネット・

サービス事業 
50.00 役員の兼任あり (注)2

株式会社アクトクリエイション 静岡県静岡市 148,380
その他インターネット・

サービス事業 
27.94  (注)2

株式会社トラフィックゲート 東京都渋谷区 100,000
その他インターネット・

サービス事業 
50.00  (注)2

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

2. 当連結会計年度第４四半期中に新たに関係会社となったものであります。 

3. 株式会社デリナビ･ドット･コムは、平成 14 年２月に楽天デリバリー株式会社に社名を変更しておりま

す。 
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３．四半期の連結業績の概況 

(1) 当連結会計年度第４四半期の概況 

当連結会計年度第４四半期においては、インターネット接続サービスのブロードバンド

化、低価格化の進展により、厳しい経済環境にも関わらず、一般消費者によるエレクトロ

ニック・コマース（ＥＣ＝電子商取引）は引き続き拡大基調で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループとしては、『楽天市場』を中核にサイト内流通総額

の極大化に向けた「楽天１兆円プロジェクト」を推進し、トラフィック量・購買単価・購

買率のそれぞれを増大させるための具体的施策に取り組んでまいりました。 

また、『楽天市場』における従量課金を新しいサービスである「楽天ライト」の導入によ

り開始するなど、流通総額の増大に合わせて当社の収益基盤を拡充・強化するための具体

的プランを実施いたしました。 

一方、第３四半期中に子会社となった、(株)デリナビ・ドット・コム、(株)ビズシーク、

(株)ジェイゲーム、(株)フープスの４社のオフィスを当社オフィスへと移転し、各社が提

供するサービスを『楽天市場』を中心に再編成するなど、グループ全体としてのサービス

強化に取り組んでおります。 

これらの結果、当連結会計年度第４四半期における連結業績は、売上高は1,917,320千円

（直前四半期比 8.3%増）となりましたが、グループ規模の拡大による営業費用の増加を主

な要因として営業利益は435,659千円（同 9.8%減）となりました。 

経常利益は223,648千円（同 52.7%減）となりましたが、これは第３四半期以前に取得し

た関連会社に係る持分法による投資損失（135,596千円）や未稼動資産に対する保守費

（50,000千円）などからなる営業外費用233,100千円を計上したことが主な要因であります。 

また、有価証券評価損・売却損（154,046千円）などからなる特別損失307,185千円を計

上したことにより、当期純損失は197,621千円となりました。 

なお、前連結会計年度第４四半期は、連結ベースの四半期決算を実施しておりませんの

で、当連結会計年度第４四半期について前年同期との対比は行っておりません。 

 

(2) 事業の種類別の概況 

① 『楽天市場』事業 

当連結会計年度第４四半期の『楽天市場』事業の売上高は1,442,925千円（直前四半期

比 8.0%増）、営業利益は451,075千円（同 0.4%増）となりました。 

インターネット・ショッピング・モール『楽天市場』においては、11月後半から12月

にかけてのクリスマス・年末商戦が盛り上がりを見せ、流通総額の拡大とともに、広告

売上やサイト内での取引実績に応じた手数料体系となっている共同購入利用料など、い

わゆる「マーケットプレース型売上高」が順調に増加しました。 

コスト面では、売上高増加に合わせて各種プロモーション活動を積極的に行ったこと

による広告宣伝費・販売促進費の増加のほか、クリスマス・年末商戦時期のトラフィッ

ク増加に対応するための設備増強を実施したことなどにより、セグメント営業費用は

1,006,849千円と直前四半期比11.7%の増加となりました。 

② その他インターネット・サービス事業 

当連結会計年度第４四半期のその他インターネット・サービス事業の売上高は474,395

千円（直前四半期比 9.1%増）、営業損失は14,767千円（直前四半期は33,434千円の営業

利益）となりました。 

当事業セグメントの主たる収益源である(株)インフォシークの広告売上高は、インタ

ーネット広告業界を取り巻く厳しい環境にも関わらず、広告メニューの多様化や『楽天

市場』出店企業への広告枠提供などにより堅調に推移しております。もう一つの収益の

柱であるＣＳ放送チャンネル運営（楽天ティービー(株)）においても、『楽天ＴＶショッ
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ピング』を開始するなどコンテンツの充実に努めた結果、売上高は堅調に推移し、引き

続きセグメント収益に大きく貢献しております。 

コスト面では、第３四半期中に子会社となった各社オフィスの楽天本社オフィスへの

移転・統合など、全般的なコストマネジメントを引き続き強化しておりますが、セグメ

ント営業費用は585,507千円と直前四半期比23.2%の増加となりました。 

 

(3) グループ主要各社の個別の概況 

① 楽天(株) 

当社（楽天(株)）の概況については、「四半期の事業の進捗状況（個別）」をご参照く

ださい。 

② (株)インフォシーク 

(株)インフォシークでは、７月に買収した『infoseek isweb（アイエスウェブ）』の

好調もあり、着実にページビューが伸びております。 

業績面では、国内景気の冷え込み等インターネット広告業界を取り巻く環境が引き続

き厳しい中、トップページやメール広告メニューの多様化、キーワード広告販売強化等

の施策により第４四半期も第３四半期に引き続き営業損益ベースで黒字を維持すること

ができました。 

今後もページビュー及びリーチの拡大に向けた機能改善を推進するほか、営業体制の

強化、『楽天市場』との連携を軸とした収益基盤の強化・充実に努めてまいります。 

③ 楽天ティービー(株) 

楽天ティービー(株)については、オートレースのナイター中継が第４四半期には行わ

れないという季節要因により公営競技関連の売上高が減少したものの、季節に左右され

ないＴＶショッピングの売上高が順調に伸びたため、売上高は全体では第３四半期に比

べて小幅の減少に留めることができました。 

また、『楽天市場』出店店舗の商品をＴＶショッピング上で販売する「楽天市場ＴＶシ

ョッピング」を平成13年12月に開始、同番組での商品紹介映像を再編集した動画を『楽

天市場』に配信しております。 

今後も引き続きテレビの特色を活かして、『楽天市場』及び他のグループ会社が運営す

るサイトとの連携強化に取り組んでまいります。 

④ ターゲット(株) 

ターゲット(株)は、楽天グループのノウハウを活かしたインターネットマーケティン

グのコンサルティング及び楽天グループの媒体やメールマーケティングによるプロモー

ションの提案販売を推進しております。第４四半期は顧客基盤の拡大に注力致しました。 

⑤ ビズシーク(株) 

ビズシーク(株)は、本・ＣＤ・ビデオなどの中古パッケージメディアを取り扱う販売

及び買取サイト『Easy Seek』を運営しており、平成13年８月に楽天（株）が子会社化し

て以来、個人間オークションサイト『楽天フリーマーケットオークション』との連携を

図ってまいりました。 

平成14年２月には、『Easy Seek』とほぼ同一の機能及びサービス内容を有する中古品

マーケットプレイス『楽天中古市場』をオープンしております。 

『楽天中古市場』は、中小事業者を中心とした出品者が中古品の固定価格販売を行う

「ショッピング」サービス、企業が個人から中古品を買い取る「買取」サービス、自分

で見つけられない中古品を見つけ出す「探し物」サービスを提供するサイトであり、楽

天（株）が従来から開設している個人間取引中心の『楽天フリーマーケットオークショ

ン』を補完し、楽天市場における中古品取引の充実に貢献するものと期待されます。 
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⑥ (株)デリナビ・ドット・コム（平成14年２月に「楽天デリバリー(株)」に社名変更） 

(株)デリナビ・ドット・コムは、食品・惣菜、生活用品など、「デリバリー」（宅配）

を切り口とした多様なコンテンツを有する宅配店検索サイト『でりなび』を運営してお

り、現在サイトをより充実させるためリニューアルの準備を進めております。 

⑦ (株)ジェイゲーム 

(株)ジェイゲームは カードゲーム・将棋・麻雀など数多くのゲームが楽しめるオンラ

イン対戦ゲームサイト『Jgame.com』を運営しておりますが、平成14年２月より楽天(株)

との連携によりオンライン対戦型のゲームを含むゲーム総合サイト『楽天ゲーム』をオ

ープンしました。今後もグループ内のサイトとの連携を強め、『Jgame.com』のエンター

テイメント性を活かしたコミュニティを育成するとともにユーザーの囲い込みを進めて

まいります。 

⑧ (株)フープス 

(株)フープスは、無料ホームページサービス『HOOPS!』を通じてユーザー主導型の各

種コミュニティを提供すると同時に、大手ポータルサイト向けの同コミュニティシステ

ムのＯＥＭ提供を行っております。今後は『楽天広場』との連携強化等により、『HOOPS!』

傘下のコミュニティに集うユーザー・トラフィックの楽天グループの各サイトへの流し

込みを強化してまいります。 

⑨ 楽天ブックス(株) 

持分法適用関連会社である楽天ブックス(株)では、平成13年１月のプレオープン以来

機能の充実やプラットフォームの拡大に努めた結果、着実に出荷件数及び金額を伸ばし

ております。他サイトに書籍販売機能を提供する事業（ブックショッププラットフォー

ム事業）に関しては、第４四半期以降もＴＴＮｅｔ「東京電話インターネット」やドリ

ームネット、イッツコム（旧社名「東急ケーブルテレビジョン」）等へサービスを開始す

るなど順調に推移し、平成14年１月末現在でプラットフォーム数は147件となっておりま

す。 

今後も引き続き機能改善とコンテンツの充実を図り、合わせてブックショッププラッ

トフォーム事業を推進することにより、売上高の増大に努めてまいります。 

 

⑩ 新規関連会社 

当連結会計年度第４四半期中に、株式の取得により新たに持分法適用関連会社となっ

た２社の事業の概要及び今後の計画などについては次のとおりであります。 

1) (株)アクトクリエイション 

(株)アクトクリエイションは、商品比較サイト「Libra（リブラ）」、リサーチ・サ

イト「Libra Research（リブラ・リサーチ）」の運営を中核事業として行ってお

ります。平成13年12月に楽天㈱が「パソコン・モバイル・家電」ジャンルに「楽

天スペック検索」を導入するに際して、商品比較サイト「Libra（リブラ）」の検

索エンジンをＡＳＰサービスで採用しております。今後も同社のサービス・機能

を楽天ユーザーに提供することにより、楽天ユーザーの利便性を高めてまいりま

す。 

2) (株)トラフィックゲート 

(株)トラフィックゲートは（株）サイバーエージェントが成功報酬型のオンライ

ンマーケティング事業強化のため設立した会社であり、アフィリエイトプログラ

ム仲介サービスを展開しております。今回の楽天㈱との資本提携により、拡大中

の成功報酬型のオンラインマーケティング分野における事業展開を加速させると

ともに、「楽天市場」へのアフィリエイトプログラム仲介サービスの展開を行う予

定です。 
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４．連結財務諸表 

（注）1. 当連結会計年度第４四半期の連結財務諸表の数値は、未監査であります。 

2. 当連結会計年度第４四半期の連結財務諸表の数値は、決算期又は半期のような会計

上の修正を行っておりません。 

3. 前連結会計年度第４四半期は、連結ベースで四半期決算を実施しておりませんので、

当連結会計年度第４四半期について前年同期との対比は行っておりません。 

(1) 連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 

当連結会計年度第４四半期 当連結会計年度第３四半期
（未監査） （参考）

（平成13年12月31日現在） （平成13年９月30日現在）
金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）
Ⅰ  流動資産  27,998,880 76.9%  29,710,596 82.2%

1. 現金及び預金  8,811,373  2,825,199
2. 受取手形及び売掛金  808,950  748,082
3. 有価証券  18,140,100  25,950,661
4. たな卸資産  8,564  2,615
5. その他  249,712  204,308
   貸倒引当金 △ 19,820 △ 20,270

Ⅱ  固定資産  8,388,196 23.1%  6,449,073 17.8%
1. 有形固定資産  2,159,093 6.0%  1,847,125 5.1%
2. 無形固定資産  659,785 1.8%  609,090 1.7%
3. 投資その他の資産  5,569,316 15.3%  3,992,856 11.0%

（うち貸倒引当金） (△ 32,073) (△ 46,854)
資産合計  36,387,076 100.0%  36,159,669 100.0%

（負債の部）
Ⅰ  流動負債  2,527,244 6.9%  2,311,680 6.4%

1. 買掛金  82,379  250,158
2. 未払金及び未払費用  784,911  468,309
3. 未払法人税等  602,540  424,477
4. 前受金  1,019,236  957,476
5. その他  38,176  211,257

Ⅱ  固定負債  62,593 0.2%  13,737 0.0%
負債合計  2,589,838 7.1%  2,325,417 6.4%

（少数株主持分）  51,603 0.2%  57,457 0.2%
（資本の部）

Ⅰ  資本金  16,390,032 45.1%  16,390,032 45.3%
Ⅱ  資本準備金  30,686,711 84.3%  30,686,711 84.9%
Ⅲ  欠損金  13,554,574 △ 37.3%  13,356,952 △ 36.9%
Ⅳ  その他有価証券評価差額金  112,690 0.3%  8,418 0.0%
Ⅴ  為替換算調整勘定  112,436 0.3%  50,207 0.1%
Ⅵ  自己株式 △ 1,662 △ 0.0% △ 1,623 △ 0.0%

資本合計  33,745,634 92.7%  33,776,793 93.4%
負債、少数株主持分及び資本合計  36,387,076 100.0%  36,159,669 100.0%

科    目
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(2) 連結損益計算書 

① 四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

（注）1.当連結会計年度第４四半期の営業外費用の内訳は下記のとおりであります。 

持分法による投資損失   (※)   135,596千円 

未稼動資産保守費               50,000千円 

投資事業組合損失               28,574千円 

その他の営業外費用             18,929千円 

        計     233,100千円 

※  関連会社である楽天ブックス(株)、テクマトリックス(株)ほかの平成13年12月31日決算に基づいて算

定された持分法による投資損失であります。 

   2.当連結会計年度第４四半期の特別損失の内訳は下記のとおりであります。 

有価証券売却・評価損          154,046千円 

持分法による投資損失   (※)    75,866千円 

その他の特別損失               77,272千円 

        計     307,185千円 

※  新たに関連会社となった（株）アクトクリエイションほかの持分法適用開始に伴って発生した連結調

整勘定相当額の一括償却額相当額であります。 

 

 

当連結会計年度第４四半期 当連結会計年度第３四半期
（未監査） （参考）

自 平成13年10月１日 自 平成13年７月１日
至 平成13年12月31日 至 平成13年９月30日

金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ  売上高 1,917,320 100.0% 1,770,418 100.0%
Ⅱ  売上原価 423,039 22.1% 345,831 19.5%

売上総利益 1,494,281 77.9% 1,424,586 80.5%
Ⅲ 販売費及び一般管理費

1. 広告宣伝費 31,055 34,424
2. 販売促進費 51,292 42,781
3. 給料手当 298,541 274,025
4. 地代家賃 49,037 44,086
5. 減価償却費 48,465 43,303
6. その他 580,229 1,058,621 55.2% 503,085 941,706 53.2%

営業利益 435,659 22.7% 482,880 27.3%
Ⅳ  営業外収益 21,088 1.1% 28,397 1.6%
Ⅴ  営業外費用（注1） 233,100 12.1% 38,582 2.2%

経常利益 223,648 11.7% 472,694 26.7%
Ⅵ  特別損失  （注2） 307,185 16.1% 3,446,458 194.7%

税金等調整前当期純損失 83,537 △ 4.4%  2,973,763 △ 168.0%
法人税、住民税及び事業税 119,881 6.2% 212,094 11.9%
少数株主損失 5,797 0.3% －
当期純損失 197,621 △ 10.3% 3,185,857 △ 179.9%

科    目
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② 累計連結損益計算書 

（単位：千円） 

 

 

当連結会計年度累計
（参考）

自 平成13年１月１日
至 平成13年12月31日

金額 百分比

Ⅰ  売上高 6,780,574 100.0%
Ⅱ  売上原価 1,329,961 19.6%

売上総利益 5,450,613 80.4%
Ⅲ 販売費及び一般管理費

1. 広告宣伝費 113,562
2. 販売促進費 155,417
3. 給料手当 1,131,826
4. 地代家賃 231,180
5. 減価償却費 172,812
6. その他 2,040,178 3,844,976 56.7%

営業利益 1,605,636 23.7%
Ⅳ  営業外収益 140,672 2.1%
Ⅴ  営業外費用 338,179 5.0%

経常利益 1,408,129 20.8%
Ⅵ  特別損失 4,858,426 71.7%

税金等調整前当期純損失 3,450,296 △ 50.9%
法人税、住民税及び事業税 713,900 10.5%
少数株主損失 5,797 0.1%
当期純損失 4,158,399 △ 61.3%

科    目
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(3) 連結キャッシュ・フロー計算書 

① 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

 

当連結会計年度 当連結会計年度
第４四半期 第３四半期
（未監査） （参考）

自 平成13年10月１日 自 平成13年７月１日
至 平成13年12月31日 至 平成13年９月30日

金額 金額
Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △ 83,537 △ 2,973,763
連結調整勘定償却額 －  2,064,897
持分法による投資損失  211,462  458,704
営業権償却額  22,130  929,369
減価償却費  156,357  133,508
固定資産売却損・除却損  85,898  1,886
有価証券・投資有価証券評価損  104,160 －
投資事業組合損失  28,574 －
受取利息 △ 13,938 △ 21,625
その他の損益調整 △ 23,215 △ 5,042
売上債権の増減額 △ 60,867 △ 139,665
未払金及び未払費用の増減額  58,726  1,246
前受金の増減額  61,759  58,599
その他 △ 321,021  192,411
  小計  226,489  700,527
法人税等の支払額 △ 13,412 △ 234,196

営業活動によるキャッシュ・フロー  213,076  466,330
Ⅱ  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 △ 500,000 △ 300,000
定期預金の払戻による収入  800,000 －
有価証券の取得による支出 △ 497,798 △ 1,051,700
有価証券の売却・償還による収入  1,000,586  551,700
投資有価証券の取得による支出 △ 1,642,607 △ 623,555
連結子会社株式の取得による支出 － △ 1,767,907
営業譲受による支出 △ 22,130 △ 950,000
有形固定資産の取得による支出 △ 254,812 △ 255,554
無形固定資産の取得による支出 △ 97,510 △ 126,403
その他  10,768  19,798
利息及び配当金の受取額  11,221  21,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,192,283 △ 4,481,884
Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 38 －
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 38 －

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  62,229 △ 24,556
Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 △ 917,015 △ 4,040,110
Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高  27,475,860  31,515,970
Ⅶ  現金及び現金同等物の範囲変更に
    よる減少額
Ⅷ  現金及び現金同等物の期末残高  21,358,844  27,475,860

科    目

△ 5,200,000 －
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② 累計連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

以 上 

当連結会計年度
累計

（参考）
自 平成13年１月１日
至 平成13年12月31日

金額
Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △ 3,450,296
連結調整勘定償却額  2,060,355
持分法による投資損失  1,577,499
営業権償却額  951,499
減価償却費  506,055
固定資産売却損・除却損  161,733
有価証券・投資有価証券評価損  153,078
投資事業組合損失  36,088
受取利息 △ 115,704
その他の損益調整  14,949
売上債権の増減額 △ 106,414
未払金及び未払費用の増減額  81,376
前受金の増減額  194,113
その他 △ 34,694
  小計  2,029,639
法人税等の支払額 △ 639,856

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,389,782
Ⅱ  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 △ 800,000
定期預金の払戻による収入  800,000
有価証券の取得による支出 △ 3,050,170
有価証券の売却・償還による収入  5,055,793
投資有価証券の取得による支出 △ 4,334,260
投資有価証券の売却による収入  1,090,706
連結子会社株式の取得による支出 △ 1,910,783
営業譲受による支出 △ 972,130
有形固定資産の取得による支出 △ 772,087
無形固定資産の取得による支出 △ 439,774
出資金の増加による支出 △ 1,000,000
その他  31,160
利息及び配当金の受取額  120,886

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,180,660
Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入  14,025
株式の消却による支出 △ 674,704
その他 △ 599

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 661,278
Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  85,286
Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 △ 5,366,869
Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高  31,939,912
Ⅶ  連結の範囲から除外した関連会社の
    現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ  現金及び現金同等物の範囲変更に
    よる減少額
Ⅸ  現金及び現金同等物の期末残高  21,358,844

科    目

△ 14,197

△ 5,200,000


