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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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 ％

22年9月期第1四半期 591 △3.9 △63 ― △72 ― △63 ―

21年9月期第1四半期 615 △28.7 △48 ― △44 ― △81 ―

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

22年9月期第1四半期 △330.44 ―

21年9月期第1四半期 △473.04 ―

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

22年9月期第1四半期 1,029 390 24.2 1,296.48
21年9月期 954 449 32.7 1,619.89

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  249百万円 21年9月期  311百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― ― ― ― ―

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,293 9.2 △118 ― △124 ― △131 ― △680.95

通期 2,662 20.3 △170 ― △183 ― △213 ― △1,107.20
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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 

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・財務諸表等】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） 22年9月期第1四半期 192,380株 21年9月期  192,380株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  3株 21年9月期  3株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 192,377株 21年9月期第1四半期 192,377株
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部に景気底入れの兆しが見られたものの、企業収益や雇用情勢

の低迷による設備投資の減少や個人消費の不振により、依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような環境の中、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、引き

続きセキュリティメモリの販売を主として展開いたしました。設備投資が減少する状況ではありますが、前期後半

より企業や官公庁においてセキュリティ対策投資が行われため、売上高において予想を上回る結果となりました。 

  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、急激な景気

後退の影響も徐々に表れており、売上高において予想を下回る結果となりました。  

 また、知識融合型事業グループにおきましては、前期までに利益化を図る体制を整備いたしましたが、景気低迷

による受注の減少により、売上高においては予想を上回るまでには至りませんでした。 

 未来開発型事業グループにおけるFUJIパワーテック株式会社につきましては、引き続き高効率モーター/高効率発

電機の実用化事業のための研究開発を行いました。 

 また、持株会社である当社におきましては、引き続きコスト削減を実行いたしました。また当第１四半期会計期

間より、自らも事業を行う事業持株会社となり、大学発ベンチャー企業である株式会社オーエスユーと同社が開発

した高機能燃焼合成セラミック多孔質ペレット(当社商品名：MANA ペレット、以下MANA ペレット)の総販売権契約

を締結し、新規事業の展開を開始いたしました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失 百万円（前年同期営業損失48百万円）、経

常損失 百万円（前年同期経常損失44百万円）四半期純損失 百万円（前年同期純損失81百万円）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]  

 イーディーコントライブ株式会社におきましては、前期後半から盛り返した企業のセキュリテイ関連予算の執行

や、ICT補正予算による学校・自治体等のセキュリティ対策投資により、主力商品である強制暗号化USBメモリ

『Sdcontainer』シリーズ・『Sdshelter』シリーズが順調に販売を伸ばしました。 

 アウトソーシングサービスに関しては、企業向けサービスが未だ回復基調には乗りきれておりませんが、ゲーム

関連サービスは堅調に推移しました。その結果、第１四半期におきましては、売上高、営業利益共、予算を順調に

クリアしております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高、営業利益において予想を上回る結果となってお

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昨年の冷

え込みが継続する中で、各メーカーの設備投資減少の影響もある中で、営業努力により売上高は前年同期と比較し

て3.2％の減少にとどまっております。また原価圧縮等に努め、営業損益においては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498百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は１百万円（前年同期営業利益25百万円）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、既存事業であるコンテンツ制作事業及びコミュニケーション・デザイ

ン事業で引き続き収益力の回復に注力してまいりました。しかしながら、景気悪化による個人消費の落ち込みや企

業のイベント予算削減の影響により、売上高においては予想を下回る結果となりましたが、経費削減に努め営業損

益においては予想を上回る結果となりました。 

 また新規事業として、YAMATOが商品開発を行うMANAペレットの販売事業を開始いたしました。MANAペレットは、

水道水に入れるだけで今話題の高濃度のAg＋（銀イオン）とOH ラジカルの両成分を同時に生成し、強力な消臭・除

菌・抗菌機能をもった水をつくることができます。この水の成分は水道法と食品衛生法の基準に適合しており、安

全な消臭・除菌・抗菌水として多くの用途が見込めます。今期においては当該事業の促進、拡大に注力してまいり

ます。 

 以上の結果、売上高は91百万円（前年同期比23.2％減）となり、営業損失は７百万円（前年同期営業損失２百万

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、引き続き高効率モーター/高効率発電機の実用化事業のための研究開

発を行い、３百万円の費用が発生しました。また、産学連携により、持続可能な社会を実現するための発電・充電

動力化技術の開発についても行ってまいります。  

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

591 63

72 63
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(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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75百万円増加いた

しました。流動資産合計は 百万円となり、96百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加、受取

手形及び売掛金の増加等によるものであります。固定資産合計は 百万円となり、20百万円減少いたしました。こ

れは主に、関係会社株式の減少等によるものであります。 

 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134百万円増加いたしました。流動負債合計 百

万円となり、60百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加、未払金の増加等によるもので

あります。固定負債は 百万円となり、73百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加等によるもの

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59百万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63百万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１四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、仕入債務の増加額64百

万円、未収入金の減少額18百万円、長期借入金の借入による収入80百万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55百万円、貸倒引当金の減少額24百万円、固定資産の取得による支出７百万円等により、前連結

会計年度末に比べ40百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には 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１四半期連結会計期間における営業活動で使用した資金は52百万円（前年同期 得た資金35百万円）となり

ました。これは主に、税金等調整前四半期純損失55百万円、売上債権の増加額76百万円、仕入債務の増加額64百万

円、賞与引当金の減少額11百万円、貸倒引当金の減少額24百万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１四半期連結会計期間における投資活動で得た資金は15百万円（前年同期 使用した資金52百万円)となりま

した。これは主に、長期未収入金の回収による収入17百万円、固定資産の取得による支出７百万円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間における財務活動で得た資金は78百万円（前年同期 使用した資金２百万円）となり

ました。これは、長期借入金の借入による収入80百万円等によるものであります。  

 平成22年９月期の業績予想につきましては、平成21年12月22日に平成21年９月期決算短信にて発表いたしました予

想から変更はございません。 

 なお、上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理  

 一部の連結子会社について、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,029

788

237

639 526

112

390

206

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
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「受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準」の変更 

  受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用してお

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

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間

より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウエア開発の進捗率の見積りは原

価比例法）を適用し、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、売上高は８百万円増加、売上総利益は４百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失は、それぞれ４百万円減少しております。  

  

 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 前第１四半期連結会計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、営業外収益の100分の20を超えたため、区分表示しました。なお、前第１四半期連結会計期間における「受

取賃借料」は381千円であります。 

  

 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、当連結会計期間においても、営業損失 千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス 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、当該状況を解消すべく、これまでの取り組みや数値目標の見直しを行い、本第１四半期報告

書提出日現在引き続き実施しております。これら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。 

また同時に資金面においても、資金繰りの悪化を防ぐ一方で、金融機関からの融資による調達を実施いたしま

した。引き続き、融資による調達を図るとともに市場からの調達も検討してまいります。また、民間の金融業者

と金銭消費貸借に係る貸付極度方式基本契約書の締結を行っております。 

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事項等

63,431 52,977
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 216,792 176,137

受取手形及び売掛金 514,408 429,912

商品及び製品 25,946 31,706

仕掛品 7,582 2,318

原材料及び貯蔵品 3,123 2,168

未収入金 5,797 24,134

繰延税金資産 6,961 11,399

その他 16,220 21,707

貸倒引当金 △7,967 △6,741

流動資産合計 788,866 692,744

固定資産   

有形固定資産   

建物 101,841 101,841

減価償却累計額 △62,435 △61,671

建物（純額） 39,406 40,170

機械装置及び運搬具 12,706 12,706

減価償却累計額 △12,677 △12,674

機械装置及び運搬具（純額） 29 32

その他 44,339 44,201

減価償却累計額 △39,436 △38,937

その他（純額） 4,902 5,263

有形固定資産合計 44,338 45,466

無形固定資産   

ソフトウエア 31,243 33,384

のれん 24,177 27,631

その他 15,348 15,337

無形固定資産合計 70,769 76,353

投資その他の資産   

投資有価証券 16,770 20,912

破産更生債権等 92,801 100,400

差入保証金 57,814 57,620

長期未収入金 87,108 105,074

その他 57,977 67,607

貸倒引当金 △190,089 △215,458

投資その他の資産合計 122,383 136,156

固定資産合計 237,491 257,976

繰延資産   

株式交付費 3,103 3,424
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

繰延資産合計 3,103 3,424

資産合計 1,029,460 954,145

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 341,963 277,557

短期借入金 7,304 7,304

1年内返済予定の長期借入金 12,044 8,618

未払金 82,865 70,533

未払法人税等 1,702 9,984

賞与引当金 12,916 23,939

その他 67,915 68,144

流動負債合計 526,711 466,082

固定負債   

長期借入金 86,764 11,902

退職給付引当金 19,240 18,970

その他 6,307 7,451

固定負債合計 112,311 38,323

負債合計 639,023 504,406

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,774 1,414,774

資本剰余金 345,731 345,731

利益剰余金 △1,511,102 △1,447,534

自己株式 △108 △108

株主資本合計 249,294 312,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 118 △1,234

評価・換算差額等合計 118 △1,234

少数株主持分 141,024 138,109

純資産合計 390,437 449,738

負債純資産合計 1,029,460 954,145
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 615,492 591,317

売上原価 427,448 434,498

売上総利益 188,044 156,818

販売費及び一般管理費 236,202 220,250

営業損失（△） △48,157 △63,431

営業外収益   

受取利息 107 132

保険解約返戻金 3,068 －

受取賃貸料 － 870

助成金収入 － 1,759

雑収入 2,854 110

営業外収益合計 6,030 2,873

営業外費用   

支払利息 199 288

手形売却損 231 57

雑損失 719 336

持分法による投資損失 1,049 11,412

営業外費用合計 2,200 12,095

経常損失（△） △44,328 △72,654

特別利益   

子会社株式売却益 399 －

貸倒引当金戻入額 886 18,601

特別利益合計 1,286 18,601

特別損失   

減損損失 983 －

投資有価証券売却損 － 1,289

子会社株式売却損 2,513 －

投資有価証券評価損 2,788 －

貸倒引当金繰入額 7,200 －

特別損失合計 13,485 1,289

税金等調整前四半期純損失（△） △56,527 △55,341

法人税、住民税及び事業税 9,268 986

法人税等調整額 5,103 4,325

法人税等合計 14,372 5,311

少数株主利益 10,642 2,914

四半期純損失（△） △81,542 △63,568
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 △56,527 △55,341

減価償却費 9,085 7,441

のれん償却額 3,453 3,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,358 △24,143

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,616 △11,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 410 270

受取利息及び受取配当金 △107 △132

支払利息 199 288

投資有価証券評価損益（△は益） 2,788 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,289

子会社株式売却損益（△は益） 2,114 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,852 △76,897

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,539 △457

仕入債務の増減額（△は減少） 12,998 64,406

持分法による投資損益（△は益） 1,049 11,412

保険解約損益（△は益） △3,068 －

未収入金の増減額（△は増加） 12,771 18,502

その他 23,374 19,073

小計 40,677 △41,858

利息及び配当金の受取額 62 132

利息の支払額 △163 △188

保証料の支払額 － △3,206

法人税等の支払額 △4,968 △7,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,608 △52,977

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 △13,838 △224

定期預金の払戻による収入 11,031 1,100

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 △4,074 △137

無形固定資産の取得による支出 △12,328 △7,496

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 8,483 －

投資有価証券の売却による収入 － 4,287

貸付金の回収による収入 985 116

長期未収入金の回収による収入 － 17,800

その他 － △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,385 15,320
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △2,450 △1,712

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,450 78,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,227 40,631

現金及び現金同等物の期首残高 293,587 166,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 274,359 206,768
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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１四半期連結会計期間においても、営業損失 千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス

千円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、これまでの取り組みについて更なる見直しを行い、全体 適化を図りなが

ら、安定した事業基盤の整備に努め、将来的に営業利益及び経常利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、以下の経営計画に取り組んでまいります。 

１．売上高の向上と開発の促進 

 当社グループの中核事業であるイーディーコントライブ株式会社において、売上高の向上と開発の促進に重

点を置いた経営計画を策定し、事業を推進しております。 

①売上高の向上 

 情報セキュリティ事業において、これまでに培った商品力及び営業力をもとに、当社の強みである個別カス

タマイズ要求に対する柔軟な対応やニーズの多様化にあわせた業界別のプロモーションの強化、代理店網の拡

大を積極的に行い、業績の向上を図ります。 

 当第１四半期連結会計期間においては、前期後半より盛り返した企業の情報セキュリテイ関連予算の執行

や、ICT補正予算による学校・自治体等のセキュリティ対策投資により、主力商品である『Sdcontainer』シリ

ーズ・『Sdshelter』シリーズが順調に販売を伸ばしております。 

 アウトソーシング事業においては、従来のサービスに加え、同社のもつ技術を活用した新しい媒体での、新

しいメディアサービスの拡張により新マーケットの開拓を行います。 

②開発の促進 

 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。 

 従来の情報セキュリティUSBに関連する運用支援ソフトウエア等を充実させると共に、新システムの開発にも

積極的に取り組んでおります。またこれまでの技術のノウハウの蓄積を活用し、他社に先駆けた技術開発によ

り競合他社との差別化を図ってまいります。 

 長期的にはUSB以外の記録媒体も視野に入れ、開発を推進してまいります。 

２．純粋持株会社から事業持株会社へ 

 これまで純粋持株会社として管理部門と子会社支援を行ってきた当社においても、自らも積極的に事業展開

を進めることにより、事業持株会社として収益を確保する役割を果たしてまいります。 

 当第１四半期連結会計期間において、大学発ベンチャー企業である株式会社オーエスユーと同社が開発した

高機能燃焼合成セラミック多孔質ペレット(当社商品名：MANA ペレット、以下MANA ペレット)の総販売権契約

を締結し、新規事業の展開を開始いたしました。 

３．コスト削減 

 コスト面においては、引き続きグループ全体においてコストの見直しを行い削減に努めております。 

  

 当第１四半期連結会計期間におきましては、残念ながら営業損益及び経常損益の黒字化達成には至りません

でしたが、当事業年度におきましては、上記計画の実行により各事業子会社の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目指しております。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しております。 

  

 資金面においては、財政基盤を安定させるために、当第１四半期連結会計期間において金融機関からの融資

による調達を実施いたしました。引き続き、融資による調達を図るとともに市場からの調達も検討してまいり

ます。また、民間の金融業者と金銭消費貸借に係る貸付極度方式基本契約書の締結を行っております。 

 これらの計画による対応策を現在進行中でありますが、早期の業績回復、安定収益の実現には期間を要する

ことから、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として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四

半期連結財務諸表には反映させておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

63,431

52,977
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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．「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」の「１ 会計処理基準に関する事項の

変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、応用技術型事業グ

ループにおいて当第１四半期連結累計期間の売上高は８百万円増加、営業損失は４百万円減少しておりま

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） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 496,558  118,933  －  －  615,492  － 615,492

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,825  4,443  －  －  6,268  △6,268 －

計  498,384  123,376  －  －  621,761  △6,268 615,492

営業利益又は営業損失

(△) 
 25,597  △2,601  △2,350  △69,112  △48,466  308 △48,157

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 

  
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 
 498,567  91,285  －  1,464  591,317  － 591,317

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 875  392  －  762  2,030  △2,030 －

計  499,442  91,678  －  2,227  593,347  △2,030 591,317

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,609  △7,129  △3,467  △54,444  △63,431  － △63,431

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 

㈱YAMATO（7853）　平成22年９月期 第１四半期決算短信

－12－



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

   

〔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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