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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第3四半期 1,665 △30.9 △227 ― △226 ― △254 ―
20年9月期第3四半期 2,410 1.2 △348 ― △338 ― △465 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年9月期第3四半期 △1,460.29 ―
20年9月期第3四半期 △2,699.11 ―

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

21年9月期第3四半期 1,005 551 41.4 2,164.33
20年9月期 1,307 746 47.3 3,590.13

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  416百万円 20年9月期  618百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― ― ― ― ―
21年9月期 ― ― ―
21年9月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,546 △20.0 △211 ― △218 ― △245 ― △1,421.30
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また「四半期財務諸表に関する会計規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表】３.連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 192,380株 20年9月期  172,380株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  3株 20年9月期  3株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 174,502株 20年9月期第3四半期 172,377株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来からの米国発の金融危機の影響を受け、引き続き大変厳

しい状況が続きました。それに伴い、設備投資の縮小、雇用の調整など先行きに対する見通しは依然きわめて不透明

な状況が続いています。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、応用技術型事業グループにおけるイーディーコントライブ株式

会社につきましては、主力である情報セキュリティ商材の販売に力を注いでおり、市場ニーズに合わせた新商品を開

発し販売しております。しかしながら、昨今の経済状況の影響を受け売上は伸び悩んでおります。 

 株式会社コンピュータマインドにつきましては、主力の受託開発事業は堅調に推移しておりますが、景気後退の影

響を受け売上高においては目標を上回ることはできませんでした。 

 知識融合型事業グループにおきましては、前期より事業の抜本的なリストラクチャリングに取り組み、利益化を図

る体制の構築に努めてまいりましたが、景気低迷による受注案件規模の縮小、個人消費の冷え込みなどにより、目標

を上回るまでに至りませんでした。 

 未来開発型グループにおけるFUJIパワーテック株式会社につきましては、高効率モーターの実用化のための研究開

発を引き続き行い、試作、データテストなどを積極的に行っております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 百万円（前年同期比30.9％減）、経

常損失は 百万円（前年同期経常損失338百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同期純損失465百万円）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す。 

  

［応用技術型事業グループ］ 

  第３四半期連結累計期間におけるイーディーコントライブ株式会社におきましては、景気の急速な冷え込みを背景

に、各企業が設備投資計画を減少したこと等の影響を受け、主力製品である強制暗号化USBメモリの売上が前年同期

を下回る結果となりました。しかしながら、４月以降に販売を開始したウイルス対策機能付きUSBメモリが好評であ

るとともに、政府のスクールニューディール政策に対する補正予算により、文教系顧客のニーズが高まっており、今

後の売上回復につなげてまいります。アウトソーシングサービスに関しては、主体であるゲームメーカー向けサービ

スは堅調に推移いたしましたが、企業向けサービスは低調な結果となりました。今後ともコピープロテクトサービス

を主軸とし、同業他社との差別化を図り業績の向上に努めてまいります。 

 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きましては、主力の受託開発事業において将来への不

透明感から各メーカーが設備投資を控えた影響を受け、売上高は前年同期と同水準の推移となりましたが、原価削減

及び経費圧縮等に努め、営業損益において予想を上回る結果となっております。 

以上の結果、売上高は、1,362百万円（前年同期比23.１％減）となり営業損失は17百万円（前年同期営業損失174

万円）となりました。 

  

［知識融合型事業グループ］  

 第３四半期累計期間における知識融合型事業グループにおきましては、前期よりリストラクチャリングに取り組

み、体制を構築してまいりました。従来の音楽関連事業をコンテンツ制作事業と位置づけ、従来のサービスに加えコ

ンテンツを中心としたコミュニティサイトの形成による新たなマーケットも創出しております。しかしながら、景気

低迷による個人消費の冷え込み等にあおりを受け売上は伸び悩み、十分な利益確保にはつながりませんでした。引き

続き、原価圧縮や経費削減に取り組むとともに、新たな営業戦略を展開する事により、今後の業績の向上に努めてま

いります。 

 また、イベント制作事業につきましては前期において営業体制を強化し、本格的な収益確保を目指しており、前年

同期と比較して売上は30％増加しておりますが、景気低迷の影響による各取引先のイベント予算の大幅な削減や、新

型インフルエンザの影響によるイベントの中止や延期により目標を達成するには至りませんでした。 

 以上の結果、売上高は、303百万円（前年同期比52.4％減）となり営業損失は12百万円（前年同期営業損失138百万

円）となりました。 

  

［未来開発型事業グループ］     

 FUJIパワーテック株式会社におきましては、高効率モーターの実用化のための研究開発を行い、モーター試作や、

データテストなどにより13百万円の費用が発生いたしました。今後、サスティナブルな社会の実現のため、発電・充

電・動力化技術の研究についても産学連携により行ってまいります。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

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

1,665

226 254

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べて301百万円減少いた

しました。流動資産合計は 百万円となり、275百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少、受取

手形及び売掛金の減少、たな卸資産の減少等によるものであります。固定資産合計は 百万円となり、29百万円減

少いたしました。 

 また、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べて106百万円減少いたしました。流動負債合計は

百万円となり、74百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減少、賞与引当金の減少等によるものでありま

す。固定負債合計は 百万円となり、32百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の減少、長期未払金の減

少によるものであります。 

 純資産につきましては、 百万円となり、前連結会計年度末に比べて195百万円減少しております。これは主に、

四半期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少 百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、売上債権の減少額 百

万円、未収入金の減少額 百万円、定期預金の払戻による収入 百万円、株式の発行による収入 百万円等の増加要

因がありましたが、税金等調整前四半期純損失 百万円、関係会社株式の取得による支出 百万円、固定資産の取

得による支出33百万円等により、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には221百

万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における営業活動で使用した資金は 百万円（前年同期比76.0％減）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純損失 百万円、売上債権の減少額 百万円、未払金の減少額32百万円、未収入金

の減少額 百万円、仕入債務の増加額 百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動で使用した資金は 百万円（前年同期使用した資金15百万円)となり

ました。これは主に、関係会社株式の取得による支出 百万円、固定資産の取得による支出33百万円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における財務活動で得た資金は 百万円（前年同期使用した資金93百万円）となりまし

た。これは、株式の発行による収入 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円等によるものであります。 

連結業績予想につきましては、当第３四半期連結会計期間において平成21年４月に見直しを行った事業計画に基づい

て様々な施策を実行しており、利益確保に努めております。今後、市場環境の悪化の影響を受けることも予想されま

すが、現時点では平成21年４月３日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

①簡便な会計処理 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前四半期会計期間末に算出したものと著しい変化がないと認められ

るため、前四半期会計期間末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準等」の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

1,005

728

273

454 417

36

551

254

141

18 51 49

234 35

85

234 141

18 29

34

35

47

49 8

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準については総平均法による原価法より総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社グループは、平成16年３月期以降、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３四半期連結累計期間においても227,301千円の営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナス

85,747千円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、これまでの取り組みや数値目標の見直しを行った事業計画を策定し

実施しております。この計画を確実に実施することで安定した事業基盤の整備に努め、早期に営業損益及び経常

損益の黒字化と営業キャッシュ・フローのプラス化を達成することを 優先課題と捉えております。 

 また、資金面においては、上記計画の実行により資金繰りの悪化を防ぐ一方で、安定した財務基盤を確立する

ための資本施策として53百万円の第三者割当増資を行いました。今後も事業提携を視野に入れた第三者割当増資

を含めた資本提携等の交渉を引き続き行い、自己資本の拡充を図ってまいります。 

 さらに事業会社である各子会社においては、独自に金融機関からの融資による事業資金の調達を図っておりま

す。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 246,288 356,096

受取手形及び売掛金 395,081 546,023

商品及び製品 42,664 57,239

仕掛品 1,282 2,334

原材料及び貯蔵品 2,915 4,007

未収入金 7,920 13,767

繰延税金資産 8,186 13,576

その他 31,455 21,246

貸倒引当金 △6,875 △9,565

流動資産合計 728,918 1,004,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 107,156 107,101

減価償却累計額 △64,644 △61,894

建物及び構築物（純額） 42,511 45,206

機械装置及び運搬具 17,122 14,622

減価償却累計額 △15,212 △14,579

機械装置及び運搬具（純額） 1,909 42

その他 57,287 58,322

減価償却累計額 △49,541 △47,898

その他（純額） 7,746 10,423

有形固定資産合計 52,168 55,673

無形固定資産   

ソフトウエア 38,118 27,393

のれん 31,084 41,845

その他 8,875 34,913

無形固定資産合計 78,079 104,152

投資その他の資産   

投資有価証券 23,393 26,256

破産更生債権等 97,742 101,952

長期未収入金 105,239 121,157

その他 129,157 105,530

貸倒引当金 △212,770 △212,509

投資その他の資産合計 142,762 142,387

固定資産合計 273,010 302,213

繰延資産   

株式交付費 3,856 608

繰延資産合計 3,856 608
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産合計 1,005,784 1,307,547

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 261,930 301,243

短期借入金 7,304 －

1年内返済予定の長期借入金 11,580 12,780

未払金 63,409 79,909

未払法人税等 4,647 7,104

賞与引当金 17,656 28,811

その他 50,902 61,750

流動負債合計 417,430 491,598

固定負債   

長期借入金 11,325 23,710

退職給付引当金 18,650 15,690

その他 6,888 29,985

固定負債合計 36,863 69,385

負債合計 454,294 560,984

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,774 1,388,174

資本剰余金 345,731 319,131

利益剰余金 △1,342,714 △1,087,891

自己株式 △108 △108

株主資本合計 417,682 619,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,316 △449

評価・換算差額等合計 △1,316 △449

少数株主持分 135,123 127,706

純資産合計 551,490 746,562

負債純資産合計 1,005,784 1,307,547
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,665,493

売上原価 1,223,337

売上総利益 442,155

販売費及び一般管理費 669,457

営業損失（△） △227,301

営業外収益  

受取利息 239

受取配当金 364

保険解約返戻金 3,853

雑収入 7,675

営業外収益合計 12,133

営業外費用  

支払利息 656

手形売却損 249

雑損失 1,272

持分法による投資損失 9,306

営業外費用合計 11,485

経常損失（△） △226,653

特別利益  

子会社株式売却益 399

貸倒引当金戻入額 3,935

特別利益合計 4,334

特別損失  

減損損失 983

投資有価証券評価損 1,996

ソフトウエア除却損 2,039

子会社株式売却損 2,513

貸倒引当金繰入額 4,635

特別損失合計 12,169

税金等調整前四半期純損失（△） △234,487

法人税、住民税及び事業税 8,726

法人税等調整額 4,191

法人税等合計 12,917

少数株主利益 7,417

四半期純損失（△） △254,823
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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）

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

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 △234,487

減価償却費 27,761

減損損失 983

のれん償却額 10,361

貸倒引当金の増減額（△は減少） △155

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,960

受取利息及び受取配当金 △604

支払利息 656

投資有価証券評価損益（△は益） 1,996

子会社株式売却損益（△は益） 2,114

売上債権の増減額（△は増加） 141,809

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,719

仕入債務の増減額（△は減少） △29,853

持分法による投資損益（△は益） 9,306

保険解約損益（△は益） △3,853

未収入金の増減額（△は増加） 18,219

無形固定資産除却損 2,039

その他 △26,472

小計 △71,653

利息及び配当金の受取額 663

利息の支払額 △588

法人税等の支払額 △14,168

営業活動によるキャッシュ・フロー △85,747

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 △15,038

定期預金の払戻による収入 51,708

関係会社株式の取得による支出 △35,000

有形固定資産の取得による支出 △7,429

無形固定資産の取得による支出 △26,339

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△7,645

保険積立金の解約による収入 9,269

貸付金の回収による収入 1,528

その他 △5,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,556
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（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 7,304

長期借入金の返済による支出 △8,685

株式の発行による収入 49,347

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,337

現金及び現金同等物の期首残高 293,587

現金及び現金同等物の四半期末残高 221,250
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当社グループは、平成16年３月期以降、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３四半期連結累計期間においても227,301千円の営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナス

85,747千円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、これまでの取り組みや数値目標の見直しを行った事業計画を平成21

年４月に策定し、当第３四半期連結会計期間においても継続して実施しております。この計画を確実に実施する

ことで安定した事業基盤の整備に努め、早期に営業損益及び経常損益の黒字化と営業キャッシュ・フローのプラ

ス化を達成することを 優先課題と捉えております。 

Ⅰ．具体的施策 

１．応用技術型事業グループにおける収益性の改善 

 応用技術型事業は当社グループの中核事業でありますが、その一つであるイーディーコントライブ株式会社に

おいて前連結会計年度に経営体制の刷新を行いました。その新体制のもとで以下の施策の遂行により事業の建て

直しを図り、収益の改善と早期の営業損益及び経常損益の黒字化を目標としております。 

①効率的な開発体制の構築 

 これまで各事業部において独自に行っていた開発を横断的かつ効率的に行うために、開発事業部を設置し、開

発案件を集約させることで、開発のスピードアップを図ってまいります。 

②情報セキュリティ事業における積極的な新商品の販売 

 これまでの主力商品である「SD-Container」シリーズのバージョンアップ商品の他、運用支援ソフト等の新商

品により他社商品との差別化を図り、企業・自治体・文教等への展開を進めております。更に機能と利便性を強

化した「SD-Container」シリーズとして、トレンドマイクロ社の高セキュリティＵＳＢメモリ向けウイルス対策

ソフトウェア「Trend Micro USB Security TM for Biz」を搭載した「SD-Container 5.0 V」及び「SD-

Container Light V」やWindows／Mac兼用機能を新たに搭載した「SD-Container 5.0」のバージョンアップ版及

び「SD-Container 5.0 V」等のセキュリティＵＳＢメモリ４製品を新たに発売いたしました。 

 また、今後も企業コンプライアンスを考えるシステム管理者、実際にビジネスの現場で利用するユーザー、両

者のニーズを高次元で満たす製品を提供してまいります。 

２．知識融合型事業グループにおけるリストラクチャリングの成果 

 前連結会計年度において実行した不採算部門のリストラクチャリングにより、グループのスリムアップが図ら

れ、経営のスピードアップにつながりました。既存事業においても事業体制の再構築を行っており、当第３四半

期連結累計期間における知識融合型事業グループの売上高は303百万円（前年同期売上高637百万円）、営業損益

においては営業損失12百万円（前年同期営業損失138百万円）と収益構造が大幅に改善いたしました。今期にお

いては営業損益の黒字化を計画しており、第４四半期以降においてもこれまで以上のコスト削減も含め、収益性

の向上に注力してまいります。 

３．コスト削減及び原価圧縮 

 前連結会計年度においては、事業の再構築に伴う事務所の見直しによる縮小や人員配置の整備等、持株会社で

ある当社のコストカットを徹底して行い、コスト圧縮を実現しました。 

 グループ全体では、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費において前年同期と比較して220百万

円のコスト削減という一定の成果を得ておりますが、今後も引き続き必要 小限のコストで事業運営を行うため

に、固定費の削減等による徹底した経費削減などを実施し、これまで以上にコスト管理の厳格化を図り、収益体

質への変革を推進してまいります。 

 応用技術型事業グループのイーディーコントライブ株式会社におきましては、高付加価値商品であるセキュリ

ティUSBを積極的に販売することにより利益率が上昇しております。更にグループ全体におきましても仕入先に

対する原価の見直し等を引き続き行い、収益性の確保に努めてまいります。 

４．組織体制の整備 

 当社グループは、持株会社である当社が中心となり、全体 適化を図ることによって、組織の融合とインフラ

部門の統合により、事業基盤を整備しております。 

 グループ全体の管理部門を統合し、業務フローの見直しを行うことで、コスト削減、リスク管理、予実管理機

能の強化を図るとともに、適切な意思決定や業務遂行をサポートする内部統制システムの構築に取り組んでまい

ります。 

 また、経営資源の選択と集中を行い収益性の改善を図るため、会議体系の抜本的見直し等を行い、経営戦略と

業務執行を分離いたしました。これにより責任と指示系統が明確になり、効率的な意思決定と互いに社内で牽制

し合える組織基盤の構築に取り組んでおります。 

 更に、企業経営実績者が多数参画する当社の経営陣が持つ豊富な人的ネットワーク力を活用し、会社の垣根を

（４）継続企業の前提に関する注記
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越えたダイナミックな事業活動を展開してまいります。 

Ⅱ．資金繰について 

 当社グループは、継続的に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３四半期末

における現金及び現金同等物の残高は221百万円となっております。 

 これまでに述べた施策により資金繰りの悪化を防ぐ一方で、安定した財務基盤を確立するための資本施策とし

て、平成21年５月13日開催の取締役会において、GOLDEN CENTRE INDUSTRIES LIMITEDを割当先とした53百万円の

第三者割当増資を行うことを決議し、平成21年６月２日に払込を受けております。今後も事業提携を視野に入れ

た第三者割当増資を含めた資本提携等の交渉を引き続き行い、自己資本の拡充を図ってまいります。 

 さらに事業会社である各子会社においては、独自に金融機関からの融資による事業資金の調達を図っておりま

す。 

 また、引き続きコストの削減を実行するとともに、未回収金の早期回収に努め、営業活動に際し必要な資金を

確保してまいります。 

 今期においては、上記に述べた施策を継続して実行していくことにより、子会社である各事業会社において、

営業損益及び経常損益の黒字化と営業キャッシュ・フローのプラス化を達成することを計画としております。ま

た、当社グループといたしましても、早期に営業損益及び経常損益の黒字化と営業キャッシュ・フローのプラス

化が達成されることを目標といたしております。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間も営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスを計上してお

り、上記対応策も実施途上にあることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、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 

    ３．当連結会計期間における配賦不能営業費用はありません。 

  

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

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

  

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

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

 当社は、平成21年６月２日付けで、GOLDEN CENTRE INDUSTRIES LIMITEDから第三者割当増資の払込みを受けま

した。この結果、当第３四半期連結会計期間において、資本金が26,600千円、資本準備金が26,600千円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,414,774千円、資本準備金が345,731千円となっております。  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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） 

Ⅰ 売上高    

（1）外部顧客に対す

る売上高 
 1,362,062 303,430 － －  1,665,493  － 1,665,493

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 6,198 10,156 － －  16,354  △16,354 －

計    1,368,261 313,586 －    －    1,681,847  △16,354    1,665,793

営業費用  1,386,069 326,218    13,066    183,495    1,908,849  △16,054  1,893,095

営業損失  △17,808 △12,631    △13,066    △183,495    △227,301  △300    △227,301

 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 

 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  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

  
 前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
  至 平成20年６月30日）  

区分 金額（千円） 
百分比
（％）  

Ⅰ 売上高    2,410,029  100.0

Ⅱ 売上原価  1,833,884  76.1

売上総利益  576,144  23.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  924,757  38.4

営業損失  348,612  △14.5

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息    614

２．受取配当金   141

３．保険解約益  13,257

４．負ののれん償却額   593

５．その他   3,859  18,465  0.8

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息   1,533

２．支払保証料   376

３．その他   6,138  8,048  0.3

経常損失  338,195  △14.0
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 前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
  至 平成20年６月30日）  

区分 金額（千円） 
百分比
（％）  

Ⅳ 特別利益 

１．投資有価証券売却益   5,605

２．連結子会社株式売却
益  

 3,715

３．投資有価証券清算益  688

４．貸倒引当金戻入益  238

５．持分変動損益   3,471  13,719  0.6

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損   1,116

２．固定資産減損損失   58,348

３．ソフトウエア除却損   15,325

４．訴訟関連費用   4,030

５．賃貸借契約解約損失   10,070

６．貸倒引当金繰入  24,000  112,890  4.7

税金等調整前第３四半期純
損失 

 437,366  △18.1

法人税、住民税及び事業税 15,817

過年度法人税等 997

法人税等調整額 △4,192 12,622  0.5

少数株主利益  15,274  0.6

第３四半期純損失  △465,264  △19.3
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前第３四半期純損失   △437,366

 減価償却費   36,981

 のれん償却額   13,642

 負ののれん償却額   △593

 貸倒引当金の増加額   46,220

 退職給付引当金の増加額   2,390

 賞与引当金の増加額   4,079

 受取利息及び受取配当金   △755

 支払利息   1,664

 投資有価証券売却益   △5,605

 連結子会社株式売却益   △3,715

 有形固定資産除却損   1,116

 ソフトウエア除却損   15,325

 固定資産減損損失  58,348

 保険解約益   △13,257

 売上債権の減少額   85,201

 仕入債務の減少額   △30,806

 たな卸資産の増加額   △31,907

 その他   △25,346

小計  △284,385

 利息及び配当金の受取額   562

 利息の支払額   △1,648

 法人税等の支払額   △61,970

営業活動によるキャッシュ・フロー  △347,442
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年６月30日） 

区分 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   △17,827

 定期預金の払戻しによる収入   15,487

 投資有価証券の売却による収入   26,414

 有形固定資産の取得による支出   △8,668

 有形固定資産の売却による収入   150

 無形固定資産の取得による支出   △37,734

 保証金の差入による支出   △593

 保証金の戻入による収入   5,760

 保険の解約による収入   13,257

 貸付金の貸付による支出   △13,480

 貸付金の回収による収入   1,962

投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,270

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入による収入   30,000

 長期借入金の返済による支出   △33,500

 社債の償還による支出   △100,000

 少数株主に対する株式の発行によ
る収入  

 10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  △93,500

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減
少額） 

 △456,212

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  766,429

Ⅵ 連結除外による現金及び現金同等物
の減少高 

 △4,533

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期期
末残高 

 305,684
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前第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日～ 至 平成20年６月30日） 

 （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 

    ３．当第３四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。 

     前第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年６月30日） 

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

     前第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年６月30日） 

      海外売上高がないため該当事項はありません。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 
 1,772,239  637,789  －  －  2,410,029  －  2,410,029

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 7,276  4,473  －  170,280  182,029  △182,029  －

計    1,779,516  642,262  －    170,280    2,592,059  △182,029    2,410,029

営業費用  1,954,340  781,144    12,616    192,570    2,940,671  △182,029    2,758,641

営業損失  △174,823  △138,881    △12,616    △22,290    △348,612  －    △348,612

 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  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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