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                                                                             （百万円未満切捨） 

１．平成20年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年10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９月期第１四半期  863    6.1 △93    － △82  －  △116    －

19年９月期第１四半期   813   49.7 △65   － △49  － △88   －

(参考)19年９月期 3,190   － △342   － △318  － 3   －

 

 
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９月期第１四半期 △673  28 －    －
19年９月期第１四半期 △533  57 －    －

(参考)19年９月期 18  67 －    －
 

(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９月期第１四半期 1,982 1,228 62.0 7,124  99

19年９月期第１四半期 3,016 1,802 44.7 7,917    05

(参考)19年９月期 2,129 1,334 58.0 7,168  61

 
(3) 連結キャッシュ・フロ－の状況                      

 営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロ－ 

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９月期第１四半期 △207 23 △43 539

19年９月期第１四半期 △93 △25 39 394

(参考)19年９月期 △349 892 △250 766
 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期 期末 年間 

円  銭 円  銭 円  銭

19年９月期 
－ － － － 0 00

20年９月期 － － 
20年９月期(予想)  － －

0 00

 
３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日 ～ 平成20年９月30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

中 間 期 1,890 17.3 3  － 3  － △29  － △171  37

通  期 3,860 21.0 86  － 84  － 4 42.6 26  34
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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） ： 無 

 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 (4) 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

５．個別業績の概要（平成19年10月１日 ～ 平成19年12月31日） 

(1) 個別経営成績                         （％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９月期第１四半期 56    78.0 △14   － △17   － △21   －

19年９月期第１四半期 31  △94.3 △59   － △60  － △70   －

(参考)19年９月期  125    － △208   － △207    － 78   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20年９月期第１四半期    △126  78

19年９月期第１四半期 △429   59

(参考)19年９月期 462    40

 

 
(2) 個別財政状態                            

 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９月期第１四半期 1,391 1,293 93.0   7,505  38

19年９月期第１四半期 2,048 1,428 69.7  8,287  89

(参考)19年９月期 1,469 1,317 89.7 7,644   28

 
６．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日 ～ 平成20年９月30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

中 間 期 113 78.0 △20  － △23  － △27  － △157  78

通  期 227 81.4 △22  － △26  － △30  － △176  79

 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当資料の記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通してあり、

リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しと異なる

結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び

当社グループ会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。ただし、

業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 
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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 

当社グループは、純粋持株会社体制への移行により、主に情報セキュリティ事業や受託開発事業の

応用技術型事業グループ、および沖縄関連事業の知識融合型事業グループの2つのセグメントが中心と

なり、Ｍ＆Ａや業務提携等アライアンスの活用により新規事業開発等による収益力向上を図っており

ます。 

当第１四半期におきましては、応用技術型事業グループにおいて、アウトソーシングサービスの売

上高への寄与はあったものの、情報セキュリティ商材の競合製品の台頭による販売力鈍化及び原価高

騰等に伴う利益率低下、受託開発事業における技術者不足による収益減少、知識融合型事業グループ

における事業再構築の遅れ等により、計画を下回る結果となりました。 

一方、グループ全社を挙げて徹底的に経費削減を推進した結果、YAMATO単体では前年同期比約20百

万円の経費削減を達成するなど、概ね計画通り削減を進めることができました。 

 

以上の結果、当第１四半期の当社グループの売上高は863百万円（前年同期比6.1％増）、営業損失

93百万円（前年同期営業損失65百万円）、経常損失82百万円（前年同期経常損失49百万円）となりま

した。また、ソフトウェア除却損等20百万円を特別損失に計上し、当期純損失116百万円（前年同期当

期純損失88百万円）となりました。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

[応用技術型事業グループ] 

イーディーコントライブ株式会社におきましては、高収益事業である『SD-Container』シリーズ等

情報セキュリティ商材の販売において、バージョンアップ製品の発売および新サービス開始、代理店

との関係強化および自治体向けの営業強化等の販売戦略により引き合いが増加する等一定の成果を得

たものの、競合製品の登場、フラッシュメモリの高騰による原価上昇等により収益性が低下し、鈍い

立ち上がりとなりました。一方、アウトソーシングサービスが好調に推移し、売上高を補完する結果

となりましたが、売上構成比が大幅に変わったことに伴い、利益率が低下いたしました。 

また、制御系受託開発の株式会社コンピュータマインドにおいては、好調であった前年同期に比べ

ると、業界全体の技術者不足および受託元の半導体業界における冷え込み等の影響により収益は低下

してはいるものの、積極的に開発体制強化に努め、底堅く推移しました。 

 

以上の結果、売上高は631百万円（前年同期比2.2％減）、営業損失は30百万円（前年同期営業利益

24百万円）となりました。 

 

[知識融合型事業グループ] 

知識融合型事業グループにおきましては、前期、Ｍ＆Ａによる飲食店舗や酒屋の運営、芸能学校の運

営、フリーマガジン発行等の総合沖縄関連事業を開始したこと、および既存の音楽制作事業の好調によ

り大幅な売上げ増となりました。これらＭ＆Ａを完了した事業の再構築を推進していること、およびイ

ベント事業における大口案件が第２四半期以降に偏重していることから、低調に推移いたしました。 

 

以上の結果、売上高は236百万円（前年同期比36.6％増）となり、営業損失は45百万円（前年同期営

業損失30百万円）となりました。 

 

[未来開発型事業グループ] 

高効率発電の研究開発を行う株式会社冨士発電研究所において、段階的に基礎実験を行い、その費

用が発生いたしました。 

 

以上の結果、売上高は０百万円、営業損失は３百万円となりました。なお、未来開発型事業グルー

プは前年同期実績がないため、比較値は記載しておりません。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、1,982百万円、負債合計は754百万円となりました。純資

産につきましては、1,228百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、投資有価証

券の売却による収入26百万円、長期借入による収入20百万円、保険の解約による収入12百万円等の増

加要因がありましたが、借入金の返済による支出13百万円、社債の償還による支出50百万円、固定資

産の取得による支出17百万円等により、前期末に比べ226百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末

には539百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、主に税金等調整前四半期純損失97百万円、減価償却費13百万

円、棚卸資産の増加額82百万円等により、207百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入26百万円、保険の解約に

よる収入12百万円等により、23百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、長期借入による収入20百万円、短期借入金の返済による支出

13百万円、社債の償還による支出50百万円等により43百万円の支出となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

応用技術型事業グループでは、セキュリティ商材の販売において、継続的収益モデルへのシフト、

代理店政策強化、顧客ニーズを的確に反映した迅速な製品バージョンアップ等により商品販売力強化

を行うとともに、アウトソーシングサービスにおける固定製造原価削減等を行うことにより、挽回を

図ってまいります。さらに、受託開発事業においては、積極的な採用活動により、優秀な技術力の確

保および開発体制強化に引き続き取り組むとともに、新規事業展開により収益増加に努めてまいりま

す。 

知識融合型事業グループにおいては、Ｍ＆Ａにより新規に開始した飲食店舗や酒屋の運営、芸能学

校の運営、出版等、引き続き各事業の事業基盤を早期に確立し、事業ごとのシナジーを創出し、沖縄

総合事業の確立を目指してまいります。 

なお、引き続き、グループ全体にてあらゆるコストを見直し、経費削減を徹底的に推進してまいり

ます。 

   

以上の結果、平成20年９月期の連結・個別業績予測につきましては、中間期および通期ともに、平

成19年11月22日に公表いたしました予想数値に変更はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  
前第1四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 
当第1四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※2  487,009 597,294  823,498

２．受取手形及び売掛
金 

  606,042 695,358  602,910

３．たな卸資産   93,719 147,655  65,424

４．未収入金   － 137,349  139,885

５．その他   126,585 32,913  40,472

貸倒引当金   △29,459 △10,216  △11,606

流動資産合計   1,283,898 42.6 1,600,355 80.7  1,660,585 78.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1）土地 ※2 264,538 － － 

(2）その他 ※2 142,942 407,481 95,882 95,882 99,717 99,717

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  47,448 22,440 25,635 

（2）のれん  66,488 79,225 84,292 

(3）その他  19,353 133,289 32,849 134,516 34,140 144,069

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※2 731,852 29,444 53,775 

(2) 長期貸付金  218,885 2,819 － 

(3) 破産更正債権等  － 96,942 132,191 

(4）その他  311,965 115,561 121,700 

貸倒引当金  △81,194 1,181,508 △94,277 150,489 △84,023 223,644

固定資産合計   1,722,279 57.1 380,888 19.2  467,431 22.0

Ⅲ 繰延資産    

１．株式交付費   1,769 1,106  1,272

２. 開業費   8,293 －  －

繰延資産合計   10,063 0.3 1,106 0.0  1,272 0･0

資産合計   3,016,241 100.0 1,982,349 100.0  2,129,288 100.0
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前第1四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 
当第1四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

  395,368 422,650  357,388

２. 短期借入金 ※2  150,000 －  －

３．１年内償還予定の
社債 

  100,000 50,000  100,000

４．１年内返済予定の
長期借入金 

※2  66,744 28,828  36,342

５．未払法人税等   － 13,159  40,936

６．賞与引当金   － 12,878  29,562

７．その他   152,671 148,415  164,239

流動負債合計   864,784 28.7 675,931 34.1  728,467 34.2

Ⅱ 固定負債    

１．社債   50,000 －  －

２．長期借入金 ※2  60,686 46,374  32,190

３．預り保証金   20,000 －  －

４．繰延税金負債   179,542 －  540

５．その他   39,085 31,860  33,677

固定負債合計   349,313 11.6 78,234 3.9  66,407 3.1

負債合計   1,214,097 40.3 754,165 38.0  794,874 37.3

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   1,388,174 46.0 1,388,174 70.0  1,388,174 65.2

２. 資本剰余金   319,131 10.6 319,131 16.1  319,131 15.0

３. 利益剰余金   △563,560 △18.7 △588,333 △29.6  △472,275 △22.2

４. 自己株式   △58,005 △1.9 △114 △0.0  △114 △0.0

株主資本合計   1,085,740 36.0 1,118,858 56.5  1,234,915 58.0

 Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券 
評価差額金 

  261,593 8.7 △1,301 △0.1  787 0.0

２. 為替換算調整勘定   1,897 0.0 － －  － －

評価・換算差額等合計   263,490 8.7 △1,301 △0.1  787 0.0

 Ⅲ 少数株主持分   452,912 15.0 110,627 5.6  98,711 4.7

純資産合計   1,802,143 59.7 1,228,184 62.0  1,334,414 62.7

負債、少数株主持分
及び純資産合計 

  3,016,241 100.0 1,982,349 100.0  2,129,288 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

  
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ  売上高   813,699 100.0 863,107 100.0  3,190,859 100.0

Ⅱ  売上原価   575,552 70.7 631,511 73.1  2,286,474 71.7

売上総利益   238,146 29.3 231,596 26.9  904,384 28.3

Ⅲ  販売費及び一般管理
費 

※1  303,725 37.3 324,934 37.7  1,246,894 39.0

営業損失   65,578 △8.0 93,337 △10.8  342,509 △10.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  90 158 1,797 

２．受取配当金  48 45 260 

３．保険解約益  145 12,646 2,049 

４. 負ののれん償却額  16,332 197 24,242 

５．その他  2,597 19,214 2.3 2,089 15,138 1.7 19,970 48,319 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  2,011 465 4,606 

２. 支払保証料  642 188 1,391 

３．開業費  － － 11,819 

４．その他  242 2,896 0.4 3,322 3,976 0.4 6,482 24,299 0.8

経常損失   49,260 △6.1 82,175 △9.5  318,490 △10.0
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前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却
益 

 4,446 5,605 351,474 

２．関係会社株式売却
益 

 － － 16,746 

３．投資有価証券清算
益 

 － － 22,423 

４．固定資産売却益 ※2 52 － 133,373 

５. 貸倒引当金戻入益  120 － － 

６. 持分変動損益  109 4,728 0.6 － 5,605 0.6 109 524,127 16.4

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※3 4,041 － 4,095 

２．固定資産除却損  － 1,116 4,310 

３．ソフトウエア除却
損 

 － 9,714 20,286 

４. たな卸資産評価損   － － 821 

５. たな卸資産除却損  615 － 33,246 

６．投資有価証券評価
損 

 － － 65,234 

７．固定資産減損損失  － － 78,357 

８. 訴訟関連費用  － 4,030 8,571 

９. 会社分割費用  11,391 － 11,391 

10．子会社整理損失  － － 1,550 

11. 賃貸借契約解約 
損失 

 － 5,945 － 

12．その他  － 16,048 2.0 45 20,851 2.4 3,112 230,979 7.2

税金等調整前四半
期（当期）純損失 

  60,580 △7.5 97,420 △11.3  25,342 △0.8

法人税、住民税及
び事業税 

 17,414 1,497 51,260 

法人税等調整額  △4,110 13,303 1.6 5,223 6,720 0.7 △17,017 34,242 1.1

少数株主損失   14,251 1.7 11,916 1.4  62,769 2.0

四半期(当期)純利
益又は純損失(△) 

  △88,135 △10.8 △116,057 △13.4  3,184 0.1
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 1,338,174 194,561 △475,424 △114 1,107,196

当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
  

株式交換  124,569 △57,890 66,679

四半期純損失  △88,135  △88,135

株主資本以外の項目の当第１

四半期連結会計期間中の変動

額（純額） 

  

当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
 124,569 △88,135 △57,890 △21,456

平成18年12月31日残高(千円) 1,338,174 319,131 △563,560 △58,005 1,085,740

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 284,258 1,694 285,953 － 1,393,149

当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
  

株式交換   66,679

四半期純損失   △88,135

株主資本以外の項目の当第１

四半期連結会計期間中の変動

額（純額） 

△22,665 203 △22,462 452,912 430,450

当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
△22,665 203 △22,462 452,912 408,993

平成18年12月31日残高(千円) 261,593 1,897 263,490 452,912 1,802,143

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年９月30日残高(千円) 1,388,174 319,131 △472,275 △114 1,234,915

当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
  

四半期純損失  △116,057  △116,057

株主資本以外の項目の当第１

四半期連結会計期間中の変動

額（純額） 

  

当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
 △116,057  △116,057

平成19年12月31日残高(千円) 1,388,174 319,131 △588,333 △114 1,118,858

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年９月30日残高(千円) 787 787 98,711 1,334,414 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額 
  

四半期純損失  △116,057 

株主資本以外の項目の当第１

四半期連結会計期間中の変動

額（純額） 

△2,088 △2,088 11,916 9,827 

当第１四半期連結会計期間中

の変動額合計 
△2,088 △2,088 11,916 △106,229 

平成19年12月31日残高(千円) △1,301 △1,301 110,627 1,228,184 
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 1,338,174 194,561 △475,424 △114 1,107,196

当連結会計年度中の変動額   

株式交換  124,569 △57,890 66,679

連結除外に伴う剰余金減少高  △35  △35

子会社株式売却による減少  57,890 57,890

当期純利益  3,184  3,184

株主資本以外の項目の当連結

会計年度中の変動額（純額） 
  

当連結会計年度中の変動額合

計 
－ 124,569 3,149 － 127,719

平成19年９月30日残高(千円) 1,338,174 319,131 △472,275 △114 1,234,915

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高(千円) 284,258 1,694 285,953 － 1,393,149

当連結会計年度中の変動額   

株式交換   66,679

連結除外に伴う剰余金減少高   △35

子会社株式売却による減少   57,890

当期純利益   3,184

株主資本以外の項目の当連結

会計年度中の変動額（純額） 
△283,471 △1,691 △285,165 98,711 △186,454

当連結会計年度中の変動額合

計 
△283,471 △1,691 △285,165 98,711 △186,454

平成19年９月30日残高(千円) 787 － 787 98,711 1,334,414
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 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第1四半期連結会計期間
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

当第1四半期連結会計期間
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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）純損失 

 △60,580 △97,420 △25,342 

減価償却費  7,143 13,963 45,142 

のれん償却額  3,520 5,067 17,485 

負ののれん償却額  △16,332 △197 △24,242 

貸倒引当金の増減額  11,896 8,864 10,522 

退職給付引当金の増加
額 

 607 140 8,648 

賞与引当金の増減額  10,100 △16,683 29,562 

受取利息及び受取配当
金 

 △139 △204 △2,057 

支払利息  2,011 531 4,606 

投資有価証券売却益  △4,446 △5,605 △351,474 

投資有価証券清算益  － － △22,423 

投資有価証券評価損  － － 65,234 

関係会社株式売却益  － － △16,746 

固定資産売却益  － － △133,373 

固定資産除却損  － 1,116 4,310 

固定資産売却益  － － 4,095 

ソフトウエア除却損  － 9,714 20,286 

固定資産減損損失  － － 78,357 

保険解約益  － △12,646 － 

売上債権の増加額  △8,453 △57,199 △18,074 

仕入債務の増減額  55,021 65,261 △12,322 

たな卸資産の増加額  △32,967 △82,231 △6,210 

預り保証金の減少額  － － △20,000 

差入保証金の減少額  － － 18,000 

未払金の増減額  △24,868 2,965 － 

その他  △11,656 △22,664 13,221 

小計  △69,146 △187,229 △312,792 

利息及び配当金の受取
額 

 114 166 2,021 

利息の支払額  △2,690 △602 △4,646 

法人税等の支払額  △21,939 △19,755 △34,304 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △93,661 △207,420 △349,721 
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前第1四半期連結会計期間
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

当第1四半期連結会計期間
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 △8,854 △350 △21,129 

定期預金の払戻しによ
る収入 

 13,523 2,000 84,720 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 4,960 26,414 420,346 

投資有価証券の清算に
よる収入 

 － － 89,794 

子会社株式の売却によ
る収入 

 － － 10,271 

連結子会社の取得によ
る支出 

※2 △57,886 － △40,261 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △4,206 △1,609 △52,801 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 36,798 － 444,945 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,947 △16,263 △24,150 

保証金の差入による支
出 

 － △458 △11,424 

保証金の戻入による収
入 

 340 3,244 652 

保険の解約による収入  － 12,646 － 

貸付金の貸付による支
出 

 △3,949 △2,200 △231,976 

貸付金の回収による収
入 

 5,727 372 238,268 

長期前払費用の取得に
よる支出 

 － － △300 

営業の譲受による支出  － － △15,000 

その他  △8,293 － 66 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △25,788 23,796 892,021 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入による収入  150,000 － 150,000 

長期借入による収入  － 20,000 － 

短期借入金の返済によ
る支出 

 － △13,330 △180,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △68,115 － △127,013 

社債の償還による支出  △50,000 △50,000 △100,000 
少数株主に対する株式
の発行による収入 

 2,000 － 2,000 

子会社設立に伴う少数
株主払込額 

 6,000 － 6,000 

分配金(投資事業組合)
の支払額 

 － － △1,095 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 39,885 △43,330 △250,108 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 4 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（△減少額） 

 △79,560 △226,945 292,190 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 474,309 766,429 474,309 

Ⅶ 連結除外による現金及び
現金同等物の減少高 

 － － △70 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四
半期期末(期末)残高 

※１ 394,749 539,475 766,429 
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 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

――――― 当社グループは、平成16年３月期以降５期
連続して営業損失及び営業キャッシュ・フ
ローのマイナスを計上しており、当第１四半
期会計期間においても、営業損失及び営業
キャッシュ・フローのマイナスを計上してお
ります。当該状況により、継続企業の前提に
関する重要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、当該状況を解消するた
め、経営支援機能の強化に努め、既存事業の
収益性の改善を図るとともに、経営陣の人的
ネットワーク活用によるアライアンス戦略を
展開すること等により、安定した財務基盤の
構築および収益力の確保に努め、早期の経常
黒字化達成を目指し、以下の施策に取り組ん
でおります。そのため、財務諸表は継続企業
を前提に作成されており、上記のような重要
な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま
せん。 
Ⅰ．具体的施策 
１．経営支援機能の強化 
当社グループは、持株会社である当社が統

一的な損益管理の実施、投資バランスのコン
トロール、及び情報の共有化等を行うことに
より全体 適化を図り、企業買収や新会社の
設立等に伴う経営環境の大きな変化に迅速か
つ効率的に対応できる強固なマネジメント体
制の構築に努めております。 
２．既存事業の収益性の改善 
①コスト削減 
 前期より継続して、持株会社である当社の
コストカットを徹底して行っており、引き続
き、グループ全体にてあらゆるコストを見直
し、徹底したコスト削減策を実行してまいり
ます。 
②原価圧縮 
 原価率の高い事業や、収益性が低下してき
ている事業について、仕入先に対する原価の
見直しを一斉に実施し、原価圧縮による収益
性の確保を目指しております。特にイー
ディーコントライブ株式会社のアウトソーシ
ング事業においては、今後も、パッケージソ
フトウェア市場の縮小と共に緩やかに収益率
低下が予測されることから、製造外注化も導
入しつつ、受注の増減により柔軟に対応でき
る体制を構築し、自社工場における固定製造
原価削減を早急に行ってまいります。 
③収益力の高い事業への経営資源集約 
 収益性が低下傾向にある不採算事業の縮小
または撤退を行うとともに、それらの経営資
源を成長が見込まれる高収益事業へと付け替
える等、事業の選択と集中を積極的に行い、
そのときどきの市場環境に適応することによ
り、収益の 大化を図ってまいります。 
３．経営陣の人的ネットワーク活用による 

アライアンス戦略展開 
企業経営実績者が当社グループの経営陣と

して多数参画することにより、人的ネット
ワーク力が大幅に強化されております。これ
らを活用することにより、業務提携等のアラ
イアンス戦略により、会社の垣根を越えたダ
イナミックな事業活動を展開してまいりま
す。 

 

 

 当社グループは、平成16年３月期以降５
期連続して営業損失及び営業キャッシュ・
フローのマイナスを計上しております。当
該状況により、継続企業の前提に関する重
要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、既存事業の収益性の改
善を図るとともに、ミニマムな投資による
優良企業のＭ＆Ａの実施等により、安定し
た財務基盤の構築および収益力の確保に努
め、早期に経常黒字化を達成し、当該状況
を解消すべく、以下の施策に取り組んでお
ります。そのため、財務諸表は継続企業を
前提に作成されており、上記のような重要
な疑義の影響を財務諸表には反映しており
ません。 
Ⅰ．具体的施策 
１．経営支援機能の強化 
当社グループは、企業買収や新会社の設立

等に伴う経営環境の大きな変化に迅速かつ効
率的に対応できるマネジメント体制の構築を
目的として、各事業会社の独立性は尊重しつ
つ、持株会社である当社の事業会社に対する
経営支援機能を強化することにより、統一的
な損益管理の実施や投資バランスのコント
ロールおよび情報の共有化を図り、強固な組
織体制の構築に努めてまいります。 
２．既存事業の収益性の改善 
①コスト削減 
 前期より継続して、持株会社である当社の
コストカットを徹底して行います。また、当
社と事業会社の間で一部重複していた管理機
能を本部へと集約させることで、効率化を図
るとともに、全体的な人件費の見直しを実行
しております。また、グループ全体にてあら
ゆるコストを見直し、次期においては、当期
と比較して、販売管理費の 92 百万円
（7.4％）の削減を見込んでおり、継続的に
徹底したコスト削減策を実行してまいりま
す。 
②原価圧縮 
 原価率の高い事業や、収益性が低下してき
ている事業について、仕入先に対する原価の
見直しを一斉に実施し、原価圧縮による収益
性の確保を目指しております。特にイー
ディーコントライブ株式会社のアウトソーシ
ング事業においては、今後も、パッケージソ
フトウェア市場の縮小と共に緩やかに収益率
低下が予測されることから、製造外注化も導
入しつつ、受注の増減により柔軟に対応でき
る体制を構築し、自社工場における固定製造
原価削減を早急に行ってまいります。 
③収益力の高い事業への経営資源集約 
 収益性が低下傾向にある不採算事業の縮
小または撤退を行うとともに、それらの経営
資源を成長が見込まれる高収益事業へと付け
替える等、事業の選択と集中を積極的に行
い、そのときどきの市場環境に適応すること
により、収益の 大化を図ってまいります。
３．Ｍ＆Ａ活用による収益構造転換 

当社グループはこれまで、研究開発に重
点をおいた事業活動により、投資費用が先行
し、営業赤字が継続する傾向にありました
が、今後につきましては、当社グループと事
業上のシナジーが見込まれる企業および将来
性を有望視できる優良企業とのＭ＆Ａや優良
資産に対する戦略的投資を行うことにより、
事業展開のスピードアップや収益力の確保を
図る等、事業ポートフォリオの再編を行って
まいります。 ただし、これら社外への投資
につきましては、投資バランスも考慮しなが
ら一定限度のリスクを超えない範囲で状況に
応じて実施してまいります。 
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前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 Ⅱ．資金繰について 

当社グループは、前期において、不採算事
業等による一時的な営業損失の発生により多
額の営業キャッシュ・フローのマイナスが生
じておりましたが、これら事業からは既に撤
退していること、および持株会社である当社
の販売管理費を大幅に削減すること等によ
り、当期においてはこれら特殊要因による費
用が削減可能であります。以上のことから、
当期における営業活動によるキャッシュ・フ
ローはプラスになることが見込まれ、営業活
動に必要な資金は確保されております。 
 

Ⅱ．資金繰について 
当社グループは、当期において、保有資

産を売却したことにより、現金及び現金同等
物が 292 百万円増加しております。また、当
期において未来開発型事業グループにおける
テクノベンチャー株式会社の多額の営業損失
および知識融合型事業グループにおける不採
算事業による一時的な営業損失の発生によ
り、多額の営業キャッシュ・フローのマイナ
スが生じておりましたが、これら事業からは
既に撤退していること、および持株会社であ
る当社の販売管理費を取締役数削減により大
幅に削減すること等により、次期においては
これら特殊要因による費用が削減可能であり
ます。 以上のことから、来期における営業
活動によるキャッシュ・フローはプラスにな
ることが十分見込まれ、営業活動に必要な資
金は確保されております。 
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(5) 注記事項等 

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 

項目 
前第1四半期連結会計期間 

（（自 平成18年10月１日 
 至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 13社 

（2）連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,Ltd. 

イ－エコワ－クス㈱ 

イーディーコントライブ㈱ 

マナ・イニシアチヴ㈱ 

㈱コンピュータマインド 

 (有)しまヤ酒店 

㈱ＫＯＺＡ 

テクノベンチャー㈱ 

東京国際サーキット㈱ 

投資事業組合 ４ファンド 

イーディーコントライブ㈱お

よびマナ・イニシアチヴ㈱につい

ては、会社分割により新たに設立

したため、当第１四半期連結会計

期間より連結の範囲に含めており

ます。また、㈱コンピュータマイ

ンド、(有)しまヤ酒店、㈱ＫＯＺ

Ａ、テクノベンチャー㈱について

は、新たに株式を取得したことに

より当第１四半期連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。

なお、投資事業組合４ファン

ド及び東京国際サーキット㈱につ

いては、テクノベンチャー㈱の株

式取得に伴い、当第１四半期連結

会計期間より連結の範囲に含めて

おります。 

テクノベンチャー株式会社、

投資事業組合４ファンド及び東京

国際サーキット㈱はみなし取得日

を当第１四半期連結会計期間末日

としているため、当第１四半期連

結会計期間は貸借対照表のみを連

結しております。 

(3)非連結子会社の名称 

日産マテリアル㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

日産マテリアル㈱は、小規模

会社であり、合計の総資産、売上

高、第１四半期純利益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いず

れも四半期連結財務諸に重要な影

響を及ぼしていないためでありま

す。 

（1）連結子会社の数 ８社 

（2）連結子会社の名称 

イ－エコワ－クス㈱ 

イーディーコントライブ㈱ 

マナ・イニシアチヴ㈱ 

㈱コンピュータマインド 

 (有)しまヤ酒店 

㈱ＫＯＺＡ 

ポノポノ㈱ 

㈱冨士発電研究所 

 

（1）連結子会社の数 15社 

（2）連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,Ltd. 

イ－エコワ－クス㈱ 

イーディーコントライブ㈱ 

マナ・イニシアチヴ㈱ 

㈱コンピュータマインド 

 (有)しまヤ酒店 

㈱ＫＯＺＡ 

テクノベンチャー㈱ 

東京国際サーキット㈱ 

投資事業組合 ４ファンド 

ポノポノ㈱ 

㈱冨士発電研究所 

イーディーコントライブ㈱およ

びマナ・イニシアチヴ㈱について

は、会社分割により新たに設立し

たため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。また、

㈱コンピュータマインド、(有)し

まヤ酒店、㈱ＫＯＺＡ、テクノベ

ンチャー㈱、ポノポノ㈱について

は、新たに株式を取得したことに

より、㈱富士発電研究所について

は新たに設立したことにより当連

結会計年度より連結の範囲に含め

ております。 なお、投資事業組

合４ファンド及び東京国際サー

キット㈱については、テクノベン

チャー㈱の株式取得に伴い、当連

結会計年度より連結の範囲に含め

ております。 東京国際サーキッ

ト㈱は当社役員保有株式の売却に

伴い連結子会社に該当しなくなっ

たため、損益及び資金取引のみ連

結対象としております。 テクノ

ベンチャー㈱及び投資事業組合４

ファンドについては、テクノベン

チャー㈱の株式売却に伴い、連結

子会社に該当しなくなったため、

損益及び資金取引のみ連結対象と

しております。  

ED-CONTRIVE Korea Co.,Ltd.に

ついては当連結会計年度中に清算

が結了したため、連結の範囲から

除外しておりますが、清算結了日

までの損益取引及び資金取引は連

結しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

  日産マテリアル㈱ 

日本システック㈱ 

 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ第１四半期純利益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

関連会社はありません。 同左 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社の四半期決算日が四

半期連結決算日と異なる会社 

ED-CONTRIVE Korea Co., Ltd. 

第1四半期決算日 

 平成18年3月31日 

イーエコワークス㈱ 

第1四半期決算日 

  平成18年6月30日 

(有)しまヤ酒店 

第1四半期決算日 

  平成18年9月30日 

投資事業組合 ４ファンド 

第1四半期決算日 

     平成18年3月31日 

東京国際サーキット㈱ 

第1四半期決算日 

     平成18年2月28日 

四半期連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社について

は、第１四半期連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

連結子会社の四半期決算日が四

半期連結決算日と異なる会社 

イーエコワークス㈱ 

第1四半期決算日 

  平成19年6月30日 

四半期連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社について

は、第１四半期連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

連結子会社の決算日が連結決算

日と異なる会社 

イーエコワークス㈱ 

決算日  平成19年3月31日 

連結財務諸表の作成に当たっ

て、この会社については、連結決

算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。

４．会計処理基準に関する事

項 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

時価のあるもの 

第1四半期連結決算日の市

場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用してお

ります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

時価のあるもの 

同 左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同 左 

 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同 左 

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 商品・製品・原材料 

総平均法による原価法を採

用しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

同 左 同 左 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

主として定率法を採用して

おります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物       15～40年

工具、器具及び備品 4～10年

構築物         10年

①有形固定資産 

同 左 

①有形固定資産 

同 左 

 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期

間( 長5年)に基づく定額法

によっております。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)に

おける販売見込数量を基準

に償却しております。 

同 左 

 

 

 

同 左 

 

 

 

 ③長期前払費用 ③長期前払費用 ③長期前払費用 

 均等償却を採用しておりま

す。 

同 左 同 左 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

(3)重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同 左 

貸倒引当金 

同 左 

 賞与引当金 

一部の連結子会社は、従業員

賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち、当第１四半期連

結会計期間対応分の金額を計上

しております。 

賞与引当金 

同 左 

賞与引当金 

一部の連結子会社は、従業員

賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち、当連結会計年度

対応分の金額を計上しておりま

す。 

 退職給付引当金 

一部の連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当第

１四半期連結会計期間末の退職

給付債務（簡便法による期末自

己都合要支給額）を計上してお

ります。 

退職給付引当金 

同 左 

退職給付引当金 

一部の連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付

債務（簡便法による期末自己都

合要支給額）を計上しておりま

す。 

(4)重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

在外子会社等の資産及び負債

は、第1四半期決算日の直物為替

相場により円換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております 

――― ――― 

(5)重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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に

よっております。 

同 左 同 左 

(6)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

①繰延資産の処理方法 

株式交付費 

株式交付のときから３年間

にわたり定額法により償却し

ております 

①繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同 左 

①繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同 左 

 

 

 ②消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

②消費税等の会計処理 

同 左 

②消費税等の会計処理 

同 左 

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同 左 同 左 
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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の変更 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

（企業結合に係る会計基準等） 

当第1四半期連結会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期連結会計期間における四

半期連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。 

――― （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会 平成18年

12月22日改正 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。 

  （固定資産の減価償却の方法の変更） 

平成19年度の法人税法の改正（所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号）に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。これに伴う損益の影響は軽微であ

ります。 

 

表示方法の変更 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

――― （連結貸借対照表） 

前第1四半期連結会計期間において流動資

産及び投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収入金」及び

「破産更生債権等」は、金額的重要性が増

したため、区分表示することとしました。

なお、前連結会計年度における「その他」

に含めていた「未収入金」は15,819千円、

「破産更生債権等」は96,616千円でありま

す。 また、前第1四半期連結会計期間にお

いて流動負債の「その他」含めて表示して

おりました「未払法人税等」は、金額的重

要性が増したため、区分表示することとし

ました。なお、前第1四半期連結会計期間に

おける「その他」に含めていた「未払法人

税等」は18,486千円であります。 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において流動資産及び投

資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「未収入金」及び「破産更

生債権等」は、金額的重要性が増したた

め、区分表示することとしました。なお、

前連結会計年度における「その他」に含め

ていた「未収入金」は6,628千円、「破産更

生債権等」は82,020千円であります。 ま

た、前連結会計年度において流動負債の

「その他」含めて表示しておりました「未

払法人税等」は、金額的重要性が増したた

め、区分表示することとしました。なお、

前連結会計年度における「その他」に含め

ていた「未払法人税等」は3,680千円であり

ます。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第1四半期連結会計期間において営業活

動によるキャッシュ・フローの「のれん償

却額」は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため、区

分表示することとしました。なお、前第1四

半期連結会計期間における営業キャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた

「のれん償却額」は3,520千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動による

キャッシュ・フローの「のれん償却額」及

び「有形固定資産売却損」は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため、区分表示することとしま

した。なお、前連結会計年度における営業

キャッシュ・フローの「その他」に含めて

いた「のれん償却額」は132千円、「有形固

定資産売却損」は273千円であります。 
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追加情報 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

(長期貸付金) 

長期貸付金の中には、代表取締役鮎川純

太に対する貸付金が218,885千円含まれてお

ります。 

なお当該貸付金は、株式交換契約締結以

前より存在するものでありますが、平成19

年２月15日現在において利息を含めて全額

回収済です。 

─―─ ─―─ 

 

 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第1四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 124,515千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

125,969千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  55,283千円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

定期預金 45,062千円 

投資有価証券 

建物 

建物付属設備 

構築物 

自己株式 

361,120千円 

41,795千円 

3,204千円 

1,620千円 

44,394千円 

合計 497,198千円 
 

定期預金 45,074千円

建物 

その他 

41,939千円

1,460千円

合計 88,474千円
 

定期預金 45,068千円

建物 42,649千円

その他 1,539千円

合計 89,257千円
 

  上記の担保付債務   上記の担保付債務   上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金 

短期借入金 

長期借入金 

37,620千円 

150,000千円 

29,300千円 

合計 216,920千円 
 

１年内返済予定の長期借入金 

長期借入金 

8,065千円

21,235千円

合計 29,300千円
 

１年内返済予定の長期借入金 12,865千円

長期借入金 23,140千円

合計 36,005千円
 

なお、上記の建物・建物付属設備・構築物は

連結子会社㈱コンピュータマインドの少数株

主である㈱コミヤマ工業の借入金の担保に供

されており、自己株式は当社代表取締役鮎川

純太の借入金の担保に供されております。 

なお、上記の建物・建物付属設備・構築物は

連結子会社㈱コンピュータマインドの少数株

主である㈱コミヤマ工業の借入金の担保に供

されております。 

なお、上記の建物・建物付属設備・構築物は

連結子会社㈱コンピュータマインドの少数株

主である㈱コミヤマ工業の借入金の担保に供

されております。 

３.偶発債務 

訴訟等 

テクノベンチャー株式会社は、平成18年５

月25日に株式会社コア･コンピタンス・コー

ポレーション及び株式会社シー･シー･ネット

ワークスからアドバイザリー業務に関する報

酬金22,680千円の支払いについての訴訟を提

起されておりますが、現在係争中であり今後

の業績への影響額について、現時点における

見積は困難であります。 

３. 偶発債務     

連結子会社株式会社コンピュータマインド

は少数株主である株式会社コミヤマ工業の銀

行借入に対して本社建物等(簿価45百万円)を

担保提供(極度額900百万円)しておりました

が、平成19年５月18日に、株式会社コミヤマ

工業は甲府地方裁判所に民事再生法の適用を

申請し、財産の保全命令を受けました。現段

階において当該事象が事業及び損益に与える

影響は不明であります。 

３. 偶発債務     

同 左 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

給料及び手当     85,788千円 

役員報酬     46,429千円 

支払手数料       41,169千円 

のれん償却額   3,520千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

給料及び手当    102,803千円 

役員報酬     39,701千円 

支払手数料       33,239千円 

広告宣伝費    19,244千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    21,926千円 

給料及び手当     385,688千円 

役員報酬         194,499千円 

※２. 固定資産売却益の内訳 

      車両・運搬具      52千円 

※２.       ─―─ 

                   

※２. 固定資産売却益の内訳 

     車両・運搬具        52千円

      建物・土地・構築物 133,321千円

      合 計      133,373千円

※３．固定資産売却損の内訳 

土地       4,041千円 

※３．      ─―─ 

 

※３．固定資産売却損の内訳 

土地          4,041千円

車両・運搬具           54千円

合 計       4,095千円

※４．      ─―─ ※４．固定資産除却損の内訳 

建物        1,116千円 

 

※４．固定資産除却損の内訳 

建物          2,301千円

建物附属設備     1,800千円

工具器具備品      129千円

車両・運搬具           78千円

合 計       4,310千円

※５．      ─―─ ※５．      ─―─ ※５．子会社整理損失 

子 会 社 整 理 損 失 の 内 容 は 、 ED-

CONTRIVE Korea., Ltd.の清算に伴う損失

1,550千円（投資有価証券評価損3,443千円、

その他1,892千円）であります。 

※６．      ─―─ ※６．      ─―─ ※６．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 

（１）減損損失を認識した主な資産 

場所 用途 種類 

大阪市 

淀川区 
事業用資産 建物付属設備

大阪市 

淀川区 
事業用資産 工具器具備品

大阪市 

淀川区 
事業用資産 長期前払費用

大阪市 

淀川区 
事業用資産 ソフトウエア

東京都 

千代田区 
事業用資産 建物 

東京都 

千代田区 
事業用資産 工具器具備品

東京都 

千代田区 
事業用資産 車両運搬具

東京都 

千代田区 
事業用資産 電話加入権

東京都 

千代田区 
事業用資産 長期前払費用

北海道 遊休資産 土地 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

営業活動から生じた損益の継続的なマイナ

ス、または、使用価値の著しい下落が認めら

れたため、当該資産グループに係る資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間減少株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

合計 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

自己株式     

普通株式 3.16 1,956 － 1,959.16 

合計 3.16 1,956 － 1,959.16 

（注）普通株式の増加7,371株は、テクノベンチャー株式会社との株式交換による新株の発行であります。 

  自己株式の増加1,956株は、以前よりテクノベンチャー株式会社が保有しておりました株式会社YAMATOの株

式であります。 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間減少株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 172,380.16 － － 172,380.16 

合計 172,380.16 － － 172,380.16 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

合計 165,009.16 7,371 － 172,380.16 

自己株式     

普通株式 3.16 1,956 1,956 3.16 

合計 3.16 1,956 1,956 3.16 

（注）普通株式の増加7,371株は、テクノベンチャー株式会社との株式交換による新株の発行であります。 

  自己株式の増加1,956株は、以前よりテクノベンチャー株式会社が保有しておりました株式会社YAMATOの株

式であります。 

 自己株式の減少1,956株は、株式譲渡によりテクノベンチャー株式会社が当社の連結子会社でなくなったこ

とに伴うものであります。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※１.現金及び現金同等物の第１四半期残高 

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 

※１.現金及び現金同等物の第１四半期残高

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 

※１.現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成18年12月31日現在） 

現金及び預金勘定      487,009千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金     △92,260千円 

現金及び現金同等物   394,749千円 

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定      597,294千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金      △57,818千円 

現金及び現金同等物   539,475千円 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定        823,498千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金       △57,068千円

現金及び現金同等物      766,429千円

※２.株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内容 

株式会社コンピュータマインド 

流動資産       213,125千円 

固定資産        85,179千円 

のれん                 69,077千円 

流動負債      △117,072千円 

固定負債       △53,926千円 

少数株主持分     △76,383千円 

株式の取得価額    120,000千円 

現金及び現金同等物   61,839千円 

差引:取得による支出  △58,160千円 

※２.      ─―─ 

 

※２.株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内容 

株式会社コンピュータマインド 

流動資産       213,125千円 

固定資産        85,179千円 

のれん                 69,077千円 

流動負債      △117,072千円 

固定負債       △53,926千円 

少数株主持分     △76,383千円 

株式の取得価額    120,000千円 

現金及び現金同等物   61,839千円 

差引:取得による支出  △58,160千円 

有限会社しまヤ酒店 

流動資産        69,783千円 

固定資産         5,743千円 

流動負債       △31,904千円 

固定負債            － 

負ののれん      △18,622千円 

株式の取得価額     25,000千円 

現金及び現金同等物   13,120千円 

差引:取得による支出  △11,879千円 

 有限会社しまヤ酒店 

流動資産        69,783千円 

固定資産         5,743千円 

流動負債       △31,904千円 

固定負債            － 

負ののれん      △18,622千円 

株式の取得価額     25,000千円 

現金及び現金同等物   13,120千円 

差引:取得による支出  △11,879千円 

株式交換により、新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内容 

テクノベンチャー株式会社 

流動資産       140,991千円 

固定資産       455,085千円 

流動負債        △8,336千円 

固定負債            － 

負ののれん       △8,783千円 

少数株主持分    △354,387千円 

株式の取得対価    224,570千円 

株式交換による株式  △124,569千円 

交付額 

現金及び現金同等物   112,153千円 

差引:取得による収入   12,153千円 

 ポノポノ株式会社 

流動資産        23,633千円 

固定資産             － 

のれん         40,852千円 

流動負債       △64,852千円 

固定負債            － 

株式の取得価額        1千円 

現金及び現金同等物   17,627千円 

差引:取得による収入   17,625千円 

 

株式交換により、新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内容 

テクノベンチャー株式会社 

流動資産       140,991千円 

固定資産       455,085千円 

  流動負債        △8,336千円 

固定負債            － 

負ののれん       △8,783千円 

少数株主持分    △354,387千円 

株式の取得対価    224,570千円 

株式交換による株式  △124,569千円 

交付額 

現金及び現金同等物   112,153千円 

差引:取得による収入   12,153千円 
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前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※３．      ─―─ ※３．      ─―─ ※３．株式交換により、新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内容 

テクノベンチャー株式会社 

  流動資産        361,375千円 

固定資産         77,915千円 

繰延資産          640千円 

流動負債        △16,891千円 

固定負債            － 

少数株主持分     △241,028千円 

その他有価証券 

評価差額金       △1,187千円 

株式売却益       16,746千円 

株式の売却価額     224,569千円 

未収入金の増加額   △124,569千円 

現金及び現金同等物  △89,728千円 

差引:売却による収入     10,271千円 
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（リース取引関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計相当額

及び期末残高相当額 
  

 

取得

価額

相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

第１四

半期末

残高相

当額 

(千円) 

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 － 

工具、器具及

び備品 
16,726 6,684 6,712 3,330 

ソフトウェア 2,291 2,024 267 － 

合計 39,598 15,170 21,097 3,330 

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

第１四

半期末

残高相

当額 

(千円)

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 －

工具、器具及

び備品 
16,726 7,423 6,712 2,590

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 39,598 15,909 21,097 2,590

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 －

工具、器具及

び備品 
16,726 7,054 6,712 2,960

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 39,598 15,540 21,097 2,960

  
(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 5,678千円 

１年超 16,900千円 

合計 22,579千円 

リース資産減損勘定

の残高 

16,876千円 

 

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 5,387千円

１年超 10,500千円

合計 15,887千円

リース資産減損勘定

の残高 

11,697千円

 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 5,425千円

１年超 12,021千円

合計 17,474千円

リース資産減損勘定

の残高 

13,159千円

 
(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 1,741千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

4,220千円

減価償却費相当額 1,484千円

支払利息相当額 311千円

  
支払リース料 1,645千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

9,327千円

減価償却費相当額 1,375千円

支払利息相当額 238千円

  
支払リース料 6,369千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

7,865千円

減価償却費相当額 5,506千円

支払利息相当額 1,103千円

減損損失 －

(4）減価償却費相当額の算定方法 

   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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 
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（有価証券関係） 

前第1四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 165,342 576,884 411,542 

(2）投資信託受益証券 10,300 9,943 △357 

合計 175,642 586,827 411,185 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 141,024 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 145,024 

 

当第1四半期連結会計期間末（平成19年12月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 2,349 1,600 △749 

(2）投資信託受益証券 10,300 8,854 △1,446 

合計 12,649 10,454 △2,195 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 14,990 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 18,990 
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前連結会計年度末（平成19年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 23,157 24,762 1,604 

(2) 投資信託受益証券 10,300 10,023 △277 

合計 33,457 34,785 1,327 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 14,990 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 18,990 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第1四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在）、当第１四半期連結会計期間末（平成19年12月31日現

在）、前連結会計年度（平成19年９月30日現在）  

デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

─―─ １．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 一部の連結子会社におきまして、退職金規

定に基づく退職一時金制度を採用しておりま

す。 

一部の連結子会社におきまして、退職金規

定に基づく退職一時金制度を採用しておりま

す。 

 ２．退職給付債務に関する事項 

   退職給付債務    12,960千円 

   退職給付引当金   12,960千円 

 退職給付債務の算定に当たっては、簡便法

を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

   退職給付債務    12,810千円 

   退職給付引当金   12,820千円 

 退職給付債務の算定に当たっては、簡便法

を採用しております。 

 ３．退職給付費用に関する事項 

   勤務費用        140千円 

   退職給付費用      140千円 

 退職給付費用の算定に当たっては、簡便法

を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

   勤務費用      9,398千円 

   退職給付費用    9,398千円 

 退職給付費用の算定に当たっては、簡便法

を採用しております。 

 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事

  項 

 簡便法を採用しておりますので、基礎率等

について掲載しておりません。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事

  項 

 簡便法を採用しておりますので、基礎率等

について掲載しておりません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    １.ストック・オプションの内容 

  

平成 12 年６月 26 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

付与対象者の区分

及び数 
 当社取締役１名 当社取締役８名 

当社取締役 11 名 

当社外部アドバイザー

２名 

当社取締役及び 

従業員 11 名 

当社外部アドバイザー

及び事業協力者 

５名 

当社取締役９名 

ストック・オプ

ション数 

普通株式  

20,426 株 

普通株式  

10,686 株 
普通株式 800 株 普通株式 1,300 株 普通株式 500 株 

付与日 平成 12 年８月 31 日 平成 12 年 11 月６日 平成 14 年６月７日 平成 15 年６月 27 日 平成 16 年６月 25 日

権利確定条件  （注）２  （注）２ （注）３・４ （注）３・５  （注）３ 

対象勤務期間 
該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

権利行使期間 
平成 12 年９月 1 日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 12 年 11 月７日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 16 年７月１日～平

成 24年５月 31 日  

平成 15 年８月１日～平

成 25年５月 31 日 

平成 16 年８月１日～

平成 26年５月 31 日 

 （注）１. 株式数に換算して記載しております。 

       ２. 当社と対象者の間で締結した「新株引受権付与契約書」に定める条件による。 

     ３. 取締役は、権利行使時においても当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 

     ４. 外部アドバイザーは、当社と対象者の間で締結した「新株予約権付与契約」に定める条件による。 

     ５. 外部アドバイザー及び事業協力者は、当社と対象者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定める 

      条件による。 

 

    ２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について 

    は、株式数に換算して記載しております。 

   (1) ストックオプションの数 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利確定前（株）       

前連結会計年度末 － － － － －

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － － － －

未確定残 － － － － －

権利確定後（株）        

前連結会計年度末 3,918 9,698 560 840 160

権利確定 － － － － －

権利行使 － － － － －

失効 － － － － －

未行使残 3,918 9,698 560 840 160
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(2) 単価情報 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利行使価（円） （注）30,252 （注）30,076 （注）14,467 （注）43,450 39,950

行使時平均株価  

（円） 
－ － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円） 
－ － － － －

 （注）権利行使価格は平成 15 年９月 30 日の株式分割（１株につき２株の割合)後の修正価格を掲載 

 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    １.ストック・オプションの内容 

  

平成 12 年６月 26 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

付与対象者の区分

及び数 
 当社取締役１名 当社取締役８名 

当社取締役 11 名 

当社外部アドバイザー

２名 

当社取締役及び 

従業員 11 名 

当社外部アドバイザー

及び事業協力者 

５名 

当社取締役９名 

ストック・オプ

ション数 

普通株式  

20,426 株 

普通株式  

10,686 株 
普通株式 800 株 普通株式 1,300 株 普通株式 500 株 

付与日 平成 12 年８月 31 日 平成 12 年 11 月６日 平成 14 年６月７日 平成 15 年６月 27 日 平成 16 年６月 25 日

権利確定条件  （注）２  （注）２ （注）３・４ （注）３・５  （注）３ 

対象勤務期間 
該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

権利行使期間 
平成 12 年９月 1 日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 12 年 11 月７日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 16 年７月１日～平

成 24年５月 31 日  

平成 15 年８月１日～平

成 25年５月 31 日 

平成 16 年８月１日～

平成 26年５月 31 日 

 （注）１. 株式数に換算して記載しております。 

       ２. 当社と対象者の間で締結した「新株引受権付与契約書」に定める条件による。 

     ３. 取締役は、権利行使時においても当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 

     ４. 外部アドバイザーは、当社と対象者の間で締結した「新株予約権付与契約」に定める条件による。 

     ５. 外部アドバイザー及び事業協力者は、当社と対象者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定める 

      条件による。 

 

    ２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について 

    は、株式数に換算して記載しております。 

   (1) ストックオプションの数 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利確定前（株）       

前連結会計年度末 － － － － －

付与 － － － － －

失効 － － － － －
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平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利確定 － － － － －

未確定残 － － － － －

権利確定後（株）        

前連結会計年度末 3,918 9,698 560 840 160

権利確定 － － － － －

権利行使 － － － － －

失効 － － － － －

未行使残 3,918 9,698 560 840 160

    

(2) 単価情報 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利行使価（円） （注）30,252 （注）30,076 （注）14,467 （注）43,450 39,950

行使時平均株価  

（円） 
－ － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円） 
－ － － － －

 （注）権利行使価格は平成 15 年９月 30 日の株式分割（１株につき２株の割合)後の修正価格を掲載 

 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    １.ストック・オプションの内容 

  

平成 12 年６月 26 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日

定時株主総会決議 

ストック･オプション

付与対象者の区分

及び数 
 当社取締役１名 当社取締役８名 

当社取締役 11 名 

当社外部アドバイザー

２名 

当社取締役及び 

従業員 11 名 

当社外部アドバイザー

及び事業協力者 

５名 

当社取締役９名 

ストック・オプ

ション数 

普通株式  

20,426 株 

普通株式  

10,686 株 
普通株式 800 株 普通株式 1,300 株 普通株式 500 株 

付与日 平成 12 年８月 31 日 平成 12 年 11 月６日 平成 14 年６月７日 平成 15 年６月 27 日 平成 16 年６月 25 日

権利確定条件  （注）２  （注）２ （注）３・４ （注）３・５  （注）３ 

対象勤務期間 
該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありませ

ん。 

該当事項はありま 

せん。 

該当事項はありませ

ん。 

権利行使期間 
平成 12 年９月 1 日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 12 年 11 月７日～

平成 22 年６月 25 日  

平成 16 年７月１日～平

成 24年５月 31 日  

平成 15 年８月１日～平

成 25年５月 31 日 

平成 16 年８月１日～

平成 26年５月 31 日 

 （注）１. 株式数に換算して記載しております。 

       ２. 当社と対象者の間で締結した「新株引受権付与契約書」に定める条件による。 

     ３. 取締役は、権利行使時においても当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 

     ４. 外部アドバイザーは、当社と対象者の間で締結した「新株予約権付与契約」に定める条件による。 

     ５. 外部アドバイザー及び事業協力者は、当社と対象者の間で締結する「新株予約権割当契約」に定める 

      条件による。 
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    ２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について 

    は、株式数に換算して記載しております。 

   (1) ストックオプションの数 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利確定前（株）       

前連結会計年度末 － － － － －

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － － － －

未確定残 － － － － －

権利確定後（株）        

前連結会計年度末 3,918 9,698 560 840 160

権利確定 － － － － －

権利行使 － － － － －

失効 － － － － －

未行使残 3,918 9,698 560 840 160

    

(2) 単価情報 

  

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 12 年６月 26 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

平成 14年６月７日 

定時株主総会決議 

ストック･オプション

平成 15年６月 27 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション 

平成 16 年６月 25 日定時

株主総会決議 

ストック･オプション

権利行使価（円） （注）30,252 （注）30,076 （注）14,467 （注）43,450 39,950

行使時平均株価  

（円） 
－ － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円） 
－ － － － －

 （注）権利行使価格は平成 15 年９月 30 日の株式分割（１株につき２株の割合)後の修正価格を掲載 
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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1四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 
応用技術型 

事業 
（千円） 

知識融合型
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 

641,316 172,383 － 813,699 － 813,699

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

4,131 843 31,880 36,854 △36,854 －

計 645,447 173,227 31,880 850,554 △36,854 813,699

営業費用 621,412 203,442 91,262 916,116 △36,838 879,278

営業利益（又は営業損失） 24,035 △30,215 △59,382 △65,561 △16 △65,578

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

応用技術型事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

制御系ソフトの開発、金融系システムの開発 

知識融合型事業 映像・音楽・その他コンテンツの企画・制作・販売、泡盛をは

じめとする酒類販売、俳優養成学校の運営 

その他 グループ会社の事業活動の支援・管理 

３. 当第１四半期連結会計期間における配賦不能営業費用はありません。 

 

４．記載対象セグメントの変更  

 事業の種類別セグメントにつきましては、従来「コンピュータメディア事業」及び「コンテンツ制作事

業」に区分しておりましたが、ホールディングカンパニーへの移行に伴い当期より「応用技術型事業」、

「知識融合型事業」、「未来開発型事業」及び「その他」に変更いたしました。これは、当社の事業展開

に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報の有効性を高めることを目的としております。なお、

「未来開発型事業」に分類されるテクノベンチャー株式会社の損益については、第２四半期から反映され

るため、記載しておりません。 

 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 
応用技術型 

事業 
（千円） 

知識融合型
事業 

（千円）

未来開発型
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 

628,194 234,912 － － 863,107 － 863,107

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,913 1,713 － 56,760 61,386 △61,386 －

計 631,108 236,625 － 56,760 924,494 △61,386 863,107

営業費用 661,114 282,067 3,830 70,820 1,017,832 △61,386 956,445

営業利益（又は営業損失） △30,005 △45,441 △3,830 △14,060 △93,337 － △93,337

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 
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２．各区分に関する主な事業内容 

応用技術型事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

制御系ソフトの開発、金融系システムの開発 

知識融合型事業 映像・音楽・その他コンテンツの企画・制作・販売、泡盛をは

じめとする酒類販売、俳優養成学校の運営 

未来開発型事業 優良技術及び資産の発掘・投資 

その他 グループ会社の事業活動の支援・管理 

３. 当第１四半期連結会計期間における配賦不能営業費用はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 
応用技術型 

事業 
（千円） 

知識融合型
事業 

（千円）

未来開発型
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 

2,390,981 798,083 1,564 230 3,190,859 － 3,190,859

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

9,898 3,788 － 124,917 138,605 △138,605 －

計 2,400,879 801,872 1,564 125,147 3,329,464 △138,605 3,190,859

営業費用 2,378,292 915,994 43,607 334,079 3,671,974 △138,605 3,533,369

営業利益（又は営業損失） 22,587 △114,121 △42,042 △208,932 △342,509 － △342,509

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

応用技術型事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

制御系ソフトの開発、金融系システムの開発 

知識融合型事業 映像・音楽・その他コンテンツの企画・制作・販売、泡盛をは

じめとする酒類販売、俳優養成学校の運営 

未来開発型事業 優良技術及び資産の発掘・投資 

その他 グループ会社の事業活動の支援・管理 

３．記載対象セグメントの変更  

事業の種類別セグメントにつきましては、従来「コンピュータメディア事業」及び「コンテンツ制作

事業」に区分しておりましたが、ホールディングカンパニーへの移行に伴い当期より「応用技術型事

業」、「知識融合型事業」、「未来開発型事業」及び「その他」に変更いたしました。これは、当社の

事業展開に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報の有効性を高めることを目的としておりま

す。 

４．営業費用のうち、消去消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当連結会計年度においてござ

いません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第1四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日）、当第1四半期連結会計期間（自 

平成19年10月１日 至 平成19年12月31日）および前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月

30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第1四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日）、当第1四半期連結会計期間（自 

平成19年10月１日 至 平成19年12月31日）および前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月

30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（企業結合等関係） 

前第1四半期連結会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

共通支配下の取引等 

１. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

テクノベンチャー株式会社  事業の内容：国内外におけるベンチャーキャピタル事業 

（2）企業結合の法的形式  株式交換 

（3）結合後企業の名称   変更ありません 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

   ①株式交換の目的 

テクノベンチャー株式会社が持つベンチャーキャピタルの実績およびMIT等とのネットワークを

大限に活かすことで収益力のある中小企業を発掘し、積極的かつ堅実な投資の実現による収益力強化

に努め事業間のシナジーを 大化させることで、YAMATOグループ全体の価値の増大を図り、総合力を

強化することを目的としております。 

   ②株式交換の期日 平成18年12月29日 

   ③株式交換の形式 

株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く株

主に対して、その所有するテクノベンチャー株式会社の普通株式1株につき当社の株式0.003株の割

合をもって割当交付。当社はテクノベンチャー株式会社との株式交換に際して普通株式1,371株を発

行し、株主資本変動額の全額を資本準備金の増加といたしました。 

また、株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の新株予約権原簿に記載された者に対し

て、その所有する株式交換新株予約権１個につき当社の新株予約権0.03個を割当交付しました。 
      ④その他 

 株式交換の前日 終のテクノベンチャー株式会社の資産には、当社代表取締役鮎川純太に対する長

期貸付金218,885千円が含まれており、また、同社が保有するＹＡＭＡＴＯ株のうち1,500株は当社代

表取締役鮎川純太の借入金の担保に供されています 

なお、追加情報に記載のとおり、上記貸付金は2月15日現在、利息を含めて全額回収されておりま

す。 

 

２. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号）

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

なお、上記取引は共通支配下の取引に該当するものの、その前に実施された第三者割当増資の引受による

株式取得とみなし取得日が同一のため、負ののれんは連結上の当社持分増加額と取得原価との差額として算

定しております。 

 

３. 子会社株式の追加取得に関する事項 

（1）取得原価及びその内訳 

取得の対価 

 ㈱ＹＡＭＡＴＯの株式       124,569千円 

   （2）株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

     ①株式の種類及び交換比率  

      普通株式 ㈱ＹＡＭＡＴＯ １ ： テクノベンチャー㈱ 0.003 

     ②交換比率の算定方法 

      第三者機関が算定した結果を参考として、当事者間において決定しました。 

     ③交付株式数及びその評価額     7,371株  124,569千円 

   （3）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

     ①負ののれんの金額    8,783千円 

     ②発生原因 

      上記 ２. 実施した会計処理の概要 に記載のとおりであります。 

     ③償却の方法及び償却方法 

      ５年間で均等償却 

 

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 7,917円05銭

１株当たり四半期純損失金
額 

533円57銭

  

 
１株当たり純資産額 7,124円99銭

１株当たり四半期純損失金
額 

673円28銭

  

 
１株当たり純資産額 7,168円61銭

１株当たり当期純利益金額 18円67銭
  

なお、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、１株当たり四

半期純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式がないため、記載して

おりません。 

 （注） １株当たり四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第1四半期連結会計期間
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日）

四半期(当期)純利益又は純損失(△)(千円) △88,135 △116,057 3,184 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る四半期(当期)純利益又は純

損失(△)(千円) 
△88,135 △116,057 3,184 

期中平均株式数（株） 165,180.68 172,377.00 170,579.69 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株引受権  13,616株 

新株予約権  14,566個 

新株引受権  13,616株 

新株予約権  14,566個 

新株引受権  13,616株 

新株予約権  14,566個 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

1. 子会社の解散及び精算 

 当社は、平成19年1月25日開催の取締役

会において、当社の連結子会社であるED-

CONTRIVE Korea Co.,Ltd.を解散し、本年3

月を目処として精算することを決議いたし

ました。同社の解散及び精算に伴い、約

10,000千円の損失を計上予定です。 

 

―――― １．訴訟について 

当社は、平成 18 年６月 14 日付けで株式

会社バナナホール及び有限会社フラータに

対し、建物の明渡しを求める訴訟を提起し

ており、平成 19 年８月 31 日に当社が全面

的に勝訴する判決が出されました。 

  平成19年９月 11 日付けで、株式会社バナ

ナホール及び有限会社フラータから控訴提

起がなされましたが、その後和解の申し出

があり、平成 19 年 11 月８日に和解が成立

しました。なお、これに伴う損益の影響は

軽微であります。   
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５. 四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第1四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※1 175,472 333,518 575,662 

２．受取手形 ※4 － 50,000 － 

３．売掛金  11,140 59,367 10,731 

４．たな卸資産  1,348 1,346 － 

５．前払費用  － 2,891 2,844 

６．未収入金  － 135,138 137,550 

７. 短期貸付金  － 105,000 － 

８．その他 ※3 69,034 1,720 6,112 

流動資産合計   256,995 12.5 688,982 49.5  732,900 49.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1）土地 ※1 216,072 － － 

(2）その他  66,715 － － 

有形固定資産合計  282,788 － 

２．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1 625,952 22,821 47,152 

(2）関係会社株式  813,133 778,564 778,564 

(3）その他  83,306 27,800 37,053 

貸倒引当金  △15,165 △188 △188 

関係会社投資損
失引当金 

 － △127,643 △127,643 

投資その他の資産
合計 

 1,507,226 701,354 734,940 

固定資産合計   1,790,015 87.4 701,354 50.4  734,970 50.0

Ⅲ 繰延資産   1,769 0.1 1,106 0.1  1,272 0.1

資産合計   2,048,781 100.0 1,391,443 100.0  1,469,113 100.0
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前第1四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  － － － 

２．短期借入金   ※1 150,000 － － 

３．１年内償還予定の
社債 

 100,000 50,000 100,000 

４．１年内返済予定の
長期借入金 

※1 50,004 13,316 23,117 

５．未払金  21,100 16,996 15,980 

６．その他 ※3 56,177 17,376 11,776 

流動負債合計   377,281 18.4 97,689 7.0  150,875 10.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債  50,000 － － 

２．長期借入金 ※1 13,316 － － 

３．繰延税金負債  179,542 － 540 

固定負債合計   242,858 11.9 － － 540 540 0.0

負債合計   620,139 30.3 97,689 7.0  151,415 10.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   1,388,174 67.8 1,388,174 99.8  1,388,174 94.5

２. 資本剰余金    

（1）資本準備金  319,131 319,131 319,131 

資本剰余金合計   319,131 15.6 319,131 22.9  319,131 21.7

３. 利益剰余金    

（1）その他利益剰余
金 

   

繰越利益剰余金  △540,143 △412,135 △390,281 

利益剰余金合計   △540,143 △26.4 △412,135 △29.6  △390,281 △26.6

４. 自己株式   △114 △0.0 △114 △0.0  △114 △0.0

株主資本合計   1,167,048 57.0 1,295,055 93.1  1,316,910 89.7

 Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価
差額金 

  261,593 12.7 △1,301 △0.1  787 0.0

評価・換算差額等合計   261,593 12.7 △1,301 △0.1  787 0.0

純資産合計   1,428,641 69.7 1,293,754 93.0  1,317,697 89.7

負債、純資産合計   2,048,781 100.0 1,391,443 100.0  1,469,113 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
 

  
前第1四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   31,880 100.0 56,760 100.0  125,147 100.0

Ⅱ 売上原価   － 0.0 －  － －

売上総利益   31,880 100.0 56,760 100.0  125,147 100.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  91,262 286.3 71,400 125.8  334,079 266.9

営業損失   59,382 △186.3 14,640 △25.8  208,932 △166.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  460 1.4 683 1.2  9,306 7.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  2,012 6.3 3,109 5.5  8,179 6.5

経常損失   60,934 △191.2 17,067 △30.1  207,806 △166.0

Ⅵ 特別利益 ※3  4,499 14.1 5,605 9.9  507,271 405.3

Ⅶ 特別損失 ※4  13,940 43.7 9,975 17.6  218,149 174.3

税引前四半期(当
期)純利益又は税
引前四半期(当期)
純損失(△) 

  △70,376 △220.8 △21,437 △37.8  81,315 65.0

法人税、住民税及
び事業税 

 610 372 2,440 

過年度法人税等  － 45 － 

法人税等調整額  － 610 1.9 － 417 0.7 － 2,440 2.0

四半期(当期)純利
益又は純損失(△) 

  △70,986 △222.7 △21,854 △38.5  78,875 63.0
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
繰越利益 

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 

純資産合計 

平成18年９月30日残高

（千円） 
1,388,174 194,561 △469,156 △114 1,113,464 284,258 1,397,723

当第1四半期会計期間中

の変動額 
   

株式交換  124,569 124,569  124,569

 四半期純損失  △70,986 △70,986  △70,986

株主資本以外の項目の当

第1四半期会計期間中の

変動額（純額） 

  △22,665 △22,665

当第1四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ 124,569 △70,986 － 53,583 △22,665 30,918

平成18年12月31日残高

（千円） 
1,388,174 319,131 △540,143 △114 1,167,048 261,593 1,428,641

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
繰越利益 

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 

純資産合計 

平成18年９月30日残高

（千円） 
1,388,174 319,131 △390,281 △114 1,316,910 787,113 1,317,697

当第1四半期会計期間中

の変動額 
   

 四半期純損失  △21,854 △21,854  △21,854

株主資本以外の項目の当

第1四半期会計期間中の

変動額（純額） 

  △2,088 △2,088

当第1四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ － △21,854 － △21,854 △2,088 △23,943

平成18年12月31日残高

（千円） 
1,388,174 319,131 △412,135 △114 1,295,055 △1,301 1,293,754

 

前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年9月30日) 

株主資本 
評価・換算差

額等 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
繰越利益 

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 

純資産合計 

平成18年９月30日残高

（千円） 
1,388,174 194,561 △469,156 △114 1,113,464 284,258 1,397,723

当事業年度中の変動額    

株式交換  124,569 124,569  124,569

 当期純利益  78,875 78,875  78,875

株主資本以外の項目の当

事業年度中の変動額（純

額） 

  △283,471 △283,471

当事業年度中の変動額合

計（千円） 
－ 124,569 78,875 － 203,445 △283,471 △80,025

平成19年９月30日残高

（千円） 
1,388,174 319,131 △390,281 △114 1,316,910 787 1,317,697
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

―――― 当社グループは、平成16年３月期以降５期
連続して営業損失及び営業キャッシュ・フ
ローのマイナスを計上しており、当第１四半
期会計期間においても、営業損失及び営業
キャッシュ・フローのマイナスを計上してお
ります。当該状況により、継続企業の前提に
関する重要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、当該状況を解消するた
め、経営支援機能の強化に努め、既存事業の
収益性の改善を図るとともに、経営陣の人的
ネットワーク活用によるアライアンス戦略を
展開すること等により、安定した財務基盤の
構築および収益力の確保に努め、早期の経常
黒字化達成を目指し、以下の施策に取り組ん
でおります。そのため、財務諸表は継続企業
を前提に作成されており、上記のような重要
な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま
せん。 
Ⅰ．具体的施策 
１．経営支援機能の強化 
当社グループは、持株会社である当社が統

一的な損益管理の実施、投資バランスのコン
トロール、及び情報の共有化等を行うことに
より全体 適化を図り、企業買収や新会社の
設立等に伴う経営環境の大きな変化に迅速か
つ効率的に対応できる強固なマネジメント体
制の構築に努めております。 
２．既存事業の収益性の改善 
①コスト削減 
 前期より継続して、持株会社である当社の
コストカットを徹底して行っており、引き続
き、グループ全体にてあらゆるコストを見直
し、徹底したコスト削減策を実行してまいり
ます。 
②原価圧縮 
 原価率の高い事業や、収益性が低下してき
ている事業について、仕入先に対する原価の
見直しを一斉に実施し、原価圧縮による収益
性の確保を目指しております。特にイー
ディーコントライブ株式会社のアウトソーシ
ング事業においては、今後も、パッケージソ
フトウェア市場の縮小と共に緩やかに収益率
低下が予測されることから、製造外注化も導
入しつつ、受注の増減により柔軟に対応でき
る体制を構築し、自社工場における固定製造
原価削減を早急に行ってまいります。 
③収益力の高い事業への経営資源集約 
 収益性が低下傾向にある不採算事業の縮小
または撤退を行うとともに、それらの経営資
源を成長が見込まれる高収益事業へと付け替
える等、事業の選択と集中を積極的に行い、
そのときどきの市場環境に適応することによ
り、収益の 大化を図ってまいります。 
３．経営陣の人的ネットワーク活用による 
アライアンス戦略展開 
企業経営実績者が当社グループの経営陣と

して多数参画することにより、人的ネット
ワーク力が大幅に強化されております。これ
らを活用することにより、業務提携等のアラ
イアンス戦略により、会社の垣根を越えたダ
イナミックな事業活動を展開してまいりま
す。 

 

 当社グループは、平成16年３月期以降５
期連続して営業損失及び営業キャッシュ・
フローのマイナスを計上しております。当
該状況により、継続企業の前提に関する重
要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、既存事業の収益性の改
善を図るとともに、ミニマムな投資による
優良企業のＭ＆Ａの実施等により、安定し
た財務基盤の構築および収益力の確保に努
め、早期に経常黒字化を達成し、当該状況
を解消すべく、以下の施策に取り組んでお
ります。そのため、財務諸表は継続企業を
前提に作成されており、上記のような重要
な疑義の影響を財務諸表には反映しており
ません。 
Ⅰ．具体的施策 
１．経営支援機能の強化 
当社グループは、企業買収や新会社の設立

等に伴う経営環境の大きな変化に迅速かつ効
率的に対応できるマネジメント体制の構築を
目的として、各事業会社の独立性は尊重しつ
つ、持株会社である当社の事業会社に対する
経営支援機能を強化することにより、統一的
な損益管理の実施や投資バランスのコント
ロールおよび情報の共有化を図り、強固な組
織体制の構築に努めてまいります。 
２．既存事業の収益性の改善 
①コスト削減 
 前期より継続して、持株会社である当社の
コストカットを徹底して行います。また、当
社と事業会社の間で一部重複していた管理機
能を本部へと集約させることで、効率化を図
るとともに、全体的な人件費の見直しを実行
しております。また、グループ全体にてあら
ゆるコストを見直し、次期においては、当期
と比較して、販売管理費の 92 百万円
（7.4％）の削減を見込んでおり、継続的に
徹底したコスト削減策を実行してまいりま
す。 
②原価圧縮 
 原価率の高い事業や、収益性が低下してき
ている事業について、仕入先に対する原価の
見直しを一斉に実施し、原価圧縮による収益
性の確保を目指しております。特にイー
ディーコントライブ株式会社のアウトソーシ
ング事業においては、今後も、パッケージソ
フトウェア市場の縮小と共に緩やかに収益率
低下が予測されることから、製造外注化も導
入しつつ、受注の増減により柔軟に対応でき
る体制を構築し、自社工場における固定製造
原価削減を早急に行ってまいります。 
③収益力の高い事業への経営資源集約 
 収益性が低下傾向にある不採算事業の縮
小または撤退を行うとともに、それらの経営
資源を成長が見込まれる高収益事業へと付け
替える等、事業の選択と集中を積極的に行
い、そのときどきの市場環境に適応すること
により、収益の 大化を図ってまいります。
３．Ｍ＆Ａ活用による収益構造転換 

当社グループはこれまで、研究開発に重
点をおいた事業活動により、投資費用が先行
し、営業赤字が継続する傾向にありました
が、今後につきましては、当社グループと事
業上のシナジーが見込まれる企業および将来
性を有望視できる優良企業とのＭ＆Ａや優良
資産に対する戦略的投資を行うことにより、
事業展開のスピードアップや収益力の確保を
図る等、事業ポートフォリオの再編を行って
まいります。 ただし、これら社外への投資
につきましては、投資バランスも考慮しなが
ら一定限度のリスクを超えない範囲で状況に
応じて実施してまいります。 
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前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 Ⅱ．資金繰について 

当社グループは、前期において、不採算事
業等による一時的な営業損失の発生により多
額の営業キャッシュ・フローのマイナスが生
じておりましたが、これら事業からは既に撤
退していること、および持株会社である当社
の販売管理費を大幅に削減すること等によ
り、当期においてはこれら特殊要因による費
用が削減可能であります。以上のことから、
当期における営業活動によるキャッシュ・フ
ローはプラスになることが見込まれ、営業活
動に必要な資金は確保されております。 
 

Ⅱ．資金繰について 
当社グループは、当期において、保有資

産を売却したことにより、現金及び現金同等
物が 292 百万円増加しております。また、当
期において未来開発型事業グループにおける
テクノベンチャー株式会社の多額の営業損失
および知識融合型事業グループにおける不採
算事業による一時的な営業損失の発生によ
り、多額の営業キャッシュ・フローのマイナ
スが生じておりましたが、これら事業からは
既に撤退していること、および持株会社であ
る当社の販売管理費を取締役数削減により大
幅に削減すること等により、次期においては
これら特殊要因による費用が削減可能であり
ます。 以上のことから、来期における営業
活動によるキャッシュ・フローはプラスにな
ることが十分見込まれ、営業活動に必要な資
金は確保されております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第1四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同  左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他有価証券 

同  左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

を採用しております。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 

12～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

(1）有形固定資産 

同  左 

(1）有形固定資産 

同  左 

 (2）長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

(2）長期前払費用 

同  左 

(2）長期前払費用 

同  左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備え

るため、貸倒懸念債権等特定の

債権について個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 (2)    ――――― 

 

(2) 関係会社投資損失引当金 

関係会社に対する投資により発生

の見込まれる損失に備えるため、

その資産内容等を検討して計上し

ております。 

(2) 関係会社投資損失引当金 

関係会社に対する投資により発

生の見込まれる損失に備えるた

め、その資産内容等を検討して計

上しております。 

４．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

（1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

  株式交付のときから３年間に

わたり定額法により償却してお

ります。 

開業費 

───── 

 

 (2）消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。

(1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同  左 

 

 

開業費 

───── 

 

(2）消費税等の会計処理 

同  左 

（1）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同  左 

 

 

開業費 

支出時に全額費用として処

理しております 

 (2）消費税等の会計処理 

同  左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

（企業結合に係る会計基準等） 

当第1四半期会計期間から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第１四半期会計期間における四半期

財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

─――─ （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会 平成18年12月22

日改正 企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。  

─――─ ─――─ （固定資産の減価償却の方法の変更） 

平成19年度の法人税法の改正（所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号）に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。

これに伴う損益の影響は軽微であります。 

 

 

表示方法の変更 

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

─――─ （貸借対照表） 

前第1四半期会計年度において流動資産の

「その他」に含めて表示していました「未

収入金」は、金額的重要性が増したため、

区分表示することとしております。なお、

前第1四半期会計年度における「その他」に

含めていた「未収入金」は9,041千円であり

ます。 

（貸借対照表） 

前事業年度において流動資産の「その他」

に含めて表示していました「未収入金」

は、金額的重要性が増したため、区分表示

することとしております。なお、前事業年

度における「その他」に含めていた「未収

入金」は、6,682千円であります。 
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(4)注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第1四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年９月30日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

 定期預金 45,062千円   定期預金 45,074千円  定期預金 45,068千円

 投資有価証券 361,120千円  上記の担保付債務 上記の担保付債務 

 合計 406,182千円      ─――─  1年内返済予定の長期借入金 4,800千円

上記の担保付債務   

 1年内返済予定の長期借入金 30,000千円      

 短期借入金 150,000千円      

 合計 180,000千円      

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

6,449千円 4,884千円 4,884千円 

※３. 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※３. 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※ ３．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

─――─ ※４. 受取手形 

子会社であるイーディーコントライブ

株式会社の営業取引に基づく受取手形を

買い取ったものであります。 

─――─ 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
 （自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの 

受取利息        22千円 

受取配当金       48千円 

受取利息       625千円 

受取配当金       45千円    

受取利息       661千円 

受取配当金      258千円 

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの 

支払利息      1,050千円 

社債利息        133千円 

支払利息        83千円 

社債利息        65千円 

支払利息      2,644千円 

社債利息              400千円 

※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの 

投資有価証券売却益  4,446千円 投資有価証券売却益 5,605千円 投資有価証券売却益 351,474千円 

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの 

会社分割費用    9,899千円 

固定資産売却損 

 土地      4,041千円 

訴訟関連費用    4,030千円 

賃貸借契約解約損  5,945千円  

関係会社投資損失引当金繰入 

127,643千円 

固定資産減損損失  54,732千円 

投資有価証券評価損 13,261千円 

会社分割費用     9,899千円 

 ５．減価償却実施額         ─――─  ５．減価償却実施額 

有形固定資産      800千円 

  

 有形固定資産     2,423千円 

無形固定資産       29千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株)

当第１四半期会計期

間増加株式数(株) 

当第１四半期会計期

間減少株式数(株) 

当第１四半期会計期

間末株式数(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株)

当第１四半期会計期

間増加株式数(株) 

当第１四半期会計期

間減少株式数(株) 

当第１四半期会計期

間末株式数(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

(株)

当事業年度増加株式

数(株) 

当事業年度減少株式

数(株) 

当事業年度末株式数

(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 

 

（企業結合等関係） 

企業結合等関係につきましては、平成20年９月期第１四半期財務・業績の概況（連結）注記事項(企業結合等

関係)に記載のとおりであります。 

 

（１株当たり情報） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 8,287円89銭

１株当たり四半期純損失金
額 

429円59銭

  

 
１株当たり純資産額 7,505円38銭

１株当たり四半期純損失金
額 

126円78銭

  

 
１株当たり純資産額 7,644円28銭

１株当たり当期純損失金額 462円40銭
  

なお、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、１株当たり四半期

純損失が計上されているため、記載してお

りません。 

同  左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在していないため、記載

しておりません。 

 （注）１株当たり四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第1四半期会計期間 

（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日）

四半期(当期)純利益又は純損失(△)(千円) △70,986 △21,854 78,875 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期(当期)純利益又は純損
失(△)(千円) 

△70,986 △21,854 78,875 

期中平均株式数（株） 165,243.77 172,377.00 170,579.69 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株引受権 13,616株 

新株予約権 14,566個 

 

新株引受権 13,616株 

新株予約権 14,566個 

 

新株引受権 13,616株 

新株予約権  860個 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

1．株式会社日展との和解 

株式会社日展より「スタジオGODSBA（仮

称）」の改修工事費用について12,862千円

の請求を受けておりましたが、当社が9,000

千円を支払うことで和解し、その全額を特

別損失に計上する予定であります。 

  

──── １．訴訟について 

当社は、平成 18 年６月 14 日付けで株式会

社バナナホール及び有限会社フラータに対

し、建物の明渡しを求める訴訟を提起してお

り、平成 19 年８月 31 日に当社が全面的に勝

訴する判決が出されました。 

  平成19 年９月 11 日付けで、株式会社バナ

ナホール及び有限会社フラータから控訴提起

がなされましたが、その後和解の申し出があ

り、平成 19 年 11 月８日に和解が成立しまし

た。なお、これに伴う損益の影響は軽微であ

ります。 

 

 

 

 

 


