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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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 ％

23年9月期第2四半期 1,169 △8.9 △68 ― △68 ― △99 ―
22年9月期第2四半期 1,283 7.5 △63 ― △81 ― △57 ―

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

23年9月期第2四半期 △517.92 ―
22年9月期第2四半期 △301.12 ―

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

23年9月期第2四半期 917 195 3.2 153.22
22年9月期 936 289 13.8 672.50

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  29百万円 22年9月期  129百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年9月期 ― ― ― ― ―
23年9月期 ― ―
23年9月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 1,996 △17.2 △99 ― △99 ― △135 ― △701.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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、【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情
報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.**「その他」をご覧ください。）

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） 23年9月期2Q 192,395株 22年9月期  192,380株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  3株 22年9月期  3株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 192,391株 22年9月期2Q 192,377株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国を中心とした経済成長、政府によ

る経済対策の効果により、企業収益に改善の動きが見られましたが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に

よる影響は不透明な状況であり、先行きは厳しいものとなっております。  

 このような経済状況の下で、応用技術型事業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

き強制暗号化USBメモリの販売を主として展開いたしました。 

  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が堅調であり前年同四半期と同水準で売上

高が推移しております。 

 また、知識融合型事業におきましては、既存事業であるコンテンツ制作事業が好調であり、売上高が前年同四半

期を上回りました。 

 未来開発型事業における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いました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は1,169百万円（前年同期比8.9％減）、経

常損失は68百万円（前年同期経常損失81百万円）、四半期純損失は99百万円（前年同四半期純利益57百万円）とな

りました。 

 なお、セグメントの業績は次のとおりです。 

[応用技術型事業]  

  イーディーコントライブ株式会社におきましては、アウトソーシングサービスに関しては、大口案件の受注に加

え、前期より行っている原価率削減等の各種取り組みの成果により、利益率の向上が図られ、前年同四半期を上回

る売上高・営業利益を達成いたしました。情報セキュリティプロダクト部門に関しては、前期に発売し、大企業を

中心に認知・導入されている強制暗号化USBメモリ『Traventy』の新製品として、『TRAVENTY™ CG』シリーズを発

売いたしましたが、前期にみられたICT補正予算による学校・自治体等の情報漏えい対策投資特需の反動により前

年同期と比較して売上が減少いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は592百万円（前年同期期比18.9％減）となり、

前年同期を下回る結果となりました。 

  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、引き続き顕微鏡開発が堅調に推移しており前

年同期を上回るペースで推移しております。他の部門におきましても特化した技術力及び営業努力により前年と同

等の売上高で推移しており、売上高は386百万円となりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、976百万円（前年同期比11.7％減）となり営業利益

は29百万円（前年同期営業利益68百万円）となりました。 

  

 [知識融合型事業] 

 知識融合型事業におきましては、既存事業であるコンテンツ制作事業において、引き続き営業体制強化に注力し

てきた結果、受注件数の増加につながりました。その結果、売上高・営業利益ともに前年同期を上回る結果となっ

ております。 

 MANAペレット販売事業については、新商品開発及び海外市場向けのマーケット調査等を優先的に行っており、売

上高・営業利益は目標を下回る結果となりました。しかしながら、消臭、除菌、抗菌機能を持ったイオン水である

MANA-TURAは、今回の震災により、被災地向けの飲み水対策等に有効であり、防災関連商品としての注目を浴びて

おります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、193百万円（前年同期比9.9％増）となり営業損失は

19百万円（前年同期営業損失15百万円）となりました。 

[未来開発型事業] 

 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、当第２四半期連結累計期間において1百万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。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の分析  

 当第２四半期連結累計期間末における総資産は917百万円となり、前連結会計年度末に比べて18百万円減少いた

しました。流動資産合計は717百万円となり、前連結会計年度末に比べて24百万円減少いたしました。これは主

に、貸倒引当金の増加等によるものであります。固定資産合計は198百万円となり、前連結会計年度末に比べて6百

万円増加いたしました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 また、負債合計は722百万円となり、前連結会計年度末に比べて75百万円増加いたしました。流動負債合計は564

百万円となり、前連結会計年度末に比べて66百万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、

短期借入金の増加等によるものであります。固定負債合計は157百万円となり、前連結会計年度末に比べて９百万

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、195百万円となり、前連結会計年度末に比べて94百万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によるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、前連結会計年度末に比

べ22百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には138百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因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２四半期連結累計期間における営業活動で使用した資金は66百万円（前年同期比37.7％減）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失84百万円、売上債権の増加額41百万円、仕入債務の減少額37百万円等によ

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２四半期連結累計期間における投資活動で使用した資金は13百万円（前年同期比1038.5％増)となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出14百万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２四半期連結累計期間における財務活動で得た資金は57百万円（前年同四半期比44.9％減）となりました。

これは、長期借入による収入20百万円、短期借入金による収入77百万円等によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間の業績や現時点での当社を取り巻く経営環境などを勘案した結果、

平成22年11月19日に公表いたしました平成23年９月期通期連結業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、平成23年５月16日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理  

 一部の連結子会社について、当第２四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第２四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

２．表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

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

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

す。  

２．その他の情報
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（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  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２四半期連

結累計期間においても営業損失68百万円及び営業キャッシュ・フローのマイナス66百万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事象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、当該事象を解消・改善すべく、以前より、事業会社における売上高の向上と開発の促進、純

粋持株会社の事業持株会社化、コスト削減、不採算事業のリストラクチャリング等を実施しており、徐々にでは

ありますが、改善の兆しが現れ始めております。その結果、平成23年９月期第１四半期においては、当期純損失

を計上したものの、一部事業の回復や経費削減により前年同期と比較して営業損失額が32百万円減少しており、

また、金融機関からの融資による調達の実施による財務基盤の安定に対する取り組みも行いました。これらの事

業改善計画等の実行可能性に鑑み、「継続企業の前提に関する注記」は、平成23年９月期第１四半期連結財務諸

表には記載しておりませんでした。 

 当社グループは、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

基盤の整備に努めており、当第２四半期において主要事業会社においては黒字化を達成し、収益力が改善されて

きております。しかしながら、情報セキュリティプロダクト部門においては、新製品（TRAVENTY™ SuperVision

シリーズ：平成23年５月20日販売開始予定）の開発及びリリースの遅れによる影響を受け、当初予想より売上高

及び営業利益が減少いたしました。また、資金面において、未回収債権が発生したことや、東日本大震災の影響

その他の要因により資金計画に遅延が生じたこと等により、現時点においては継続企業の前提に重要な不確実性

が認められます。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 149,669 171,754

受取手形及び売掛金 485,167 453,728

商品及び製品 40,132 41,691

原材料及び貯蔵品 3,445 1,889

未収入金 2,240 37,201

繰延税金資産 24,320 12,894

その他 18,509 28,845

貸倒引当金 △5,825 △6,189

流動資産合計 717,660 741,815

固定資産   

有形固定資産   

建物 97,235 97,235

減価償却累計額 △61,500 △60,121

建物（純額） 35,735 37,114

機械装置及び運搬具 2,324 2,324

減価償却累計額 △2,308 △2,303

機械装置及び運搬具（純額） 16 21

土地 10,000 10,000

リース資産 3,534 －

減価償却累計額 △235 －

リース資産（純額） 3,298 －

その他 37,398 37,122

減価償却累計額 △31,702 △29,416

その他（純額） 5,695 7,705

有形固定資産合計 54,745 54,841

無形固定資産   

ソフトウエア 46,676 44,059

のれん 6,907 13,815

その他 2,194 2,194

無形固定資産合計 55,778 60,069

投資その他の資産   

投資有価証券 14,571 15,280

破産更生債権等 102,967 96,900

差入保証金 37,099 37,099

長期未収入金 50,930 2,202

その他 27,855 36,068

貸倒引当金 △145,171 △109,724

投資その他の資産合計 88,252 77,827

固定資産合計 198,776 192,738

繰延資産   

株式交付費 1,498 2,140

繰延資産合計 1,498 2,140

資産合計 917,934 936,694
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 280,572 243,000

短期借入金 54,614 7,614

1年内返済予定の長期借入金 24,256 20,786

未払金 64,423 73,700

リース債務 3,525 －

未払法人税等 25,620 23,631

賞与引当金 47,766 24,089

その他 63,953 105,775

流動負債合計 564,732 498,597

固定負債   

長期借入金 131,796 124,786

退職給付引当金 25,460 21,320

その他 563 2,311

固定負債合計 157,819 148,417

負債合計 722,551 647,015

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,811 1,414,809

資本剰余金 345,769 345,766

利益剰余金 △1,730,844 △1,631,201

自己株式 △108 △108

株主資本合計 29,628 129,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △150 118

評価・換算差額等合計 △150 118

少数株主持分 165,904 160,295

純資産合計 195,382 289,679

負債純資産合計 917,934 936,694
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,283,772 1,169,965

売上原価 911,604 867,426

売上総利益 372,167 302,539

販売費及び一般管理費 435,995 370,540

営業損失（△） △63,827 △68,001

営業外収益   

受取利息 362 33

受取配当金 220 220

保険解約返戻金 1,109 298

受取賃貸料 1,677 1,496

助成金収入 2,882 －

設備賃貸料 － 970

雑収入 426 613

営業外収益合計 6,679 3,632

営業外費用   

支払利息 813 2,685

手形売却損 184 218

雑損失 660 1,261

持分法による投資損失 21,994 －

その他 465 －

営業外費用合計 24,118 4,166

経常損失（△） △81,267 △68,535

特別利益   

関係会社株式売却益 35,000 －

貸倒引当金戻入額 19,243 10,001

和解精算益 － 9,497

特別利益合計 54,243 19,499

特別損失   

投資有価証券売却損 1,289 －

貸倒引当金繰入額 － 35,000

その他 226 －

特別損失合計 1,515 35,000

税金等調整前四半期純損失（△） △28,538 △84,036

法人税、住民税及び事業税 26,426 23,151

法人税等調整額 △9,053 △13,154

法人税等合計 17,373 9,996

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △94,033

少数株主利益 12,017 5,609

四半期純損失（△） △57,929 △99,642
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 692,455 598,772

売上原価 477,106 449,799

売上総利益 215,349 148,972

販売費及び一般管理費 215,745 186,497

営業損失（△） △396 △37,524

営業外収益   

受取利息 230 16

受取配当金 220 220

保険解約返戻金 1,104 298

受取賃貸料 807 757

助成金収入 1,122 －

設備賃貸料 － 582

雑収入 321 509

営業外収益合計 3,805 2,383

営業外費用   

支払利息 524 2,144

手形売却損 127 63

雑損失 323 741

その他 465 －

持分法による投資損失 10,581 －

営業外費用合計 12,022 2,950

経常損失（△） △8,612 △38,091

特別利益   

関係会社株式売却益 35,000 －

貸倒引当金戻入額 642 10,262

和解精算益 － 9,497

特別利益合計 35,642 19,760

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 35,000

その他 226 －

特別損失合計 226 35,000

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

26,803 △53,330

法人税、住民税及び事業税 25,440 16,406

法人税等調整額 △13,378 △17,290

法人税等合計 12,061 △884

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △52,446

少数株主利益 9,102 △2,733

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,639 △49,712
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 △28,538 △84,036

減価償却費 17,140 20,606

のれん償却額 6,907 6,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,485 35,083

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,379 23,676

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,240 4,140

受取利息及び受取配当金 △582 △253

支払利息 813 2,685

投資有価証券売却損益（△は益） 1,289 －

関係会社株式売却損益（△は益） △35,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △147,930 △41,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △576 2

仕入債務の増減額（△は減少） 70,557 37,572

持分法による投資損益（△は益） 21,994 －

保険解約損益（△は益） △1,109 －

未収入金の増減額（△は増加） 18,153 △641

差入保証金の増減額（△は増加） △15,000 －

その他 △3,078 △46,086

小計 △94,825 △41,600

利息及び配当金の受取額 582 242

利息の支払額 △654 △2,961

保証料の支払額 △3,684 △731

法人税等の支払額 △8,142 △21,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,724 △66,477

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 △424 △500

定期預金の払戻による収入 1,100 900

有形固定資産の取得による支出 △10,290 △275

無形固定資産の取得による支出 △15,646 △14,037

投資有価証券の売却による収入 4,287 －

保険積立金の解約による収入 1,109 －

差入保証金の差入による支出 △652 －

貸付けによる支出 － △236

貸付金の回収による収入 233 255

長期未収入金の回収による収入 18,400 －

その他 688 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,194 △13,594

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 － 77,000

短期借入金の返済による支出 － △30,000

長期借入れによる収入 110,000 20,000

長期借入金の返済による支出 △5,646 △9,520

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 5

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,354 57,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,564 △22,595

現金及び現金同等物の期首残高 166,137 161,030

現金及び現金同等物の四半期末残高 162,572 138,434
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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２四半期

連結累計期間においても営業損失68百万円及び営業キャッシュ・フローのマイナス66百万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事象又は状況が存在しております。 

当社グループは、当該事象を解消・改善すべく、以前より、事業会社における売上高の向上と開発の促進、

純粋持株会社の事業持株会社化、コスト削減、不採算事業のリストラクチャリング等を実施しており、徐々にで

はありますが、改善の兆しが現れ始めております。その結果、平成23年９月期第１四半期においては、当期純損

失を計上したものの、一部事業の回復や経費削減により前年同期と比較して営業損失額が32百万円減少してお

り、また、金融機関からの融資による調達の実施による財務基盤の安定に対する取り組みも行いました。これら

の事業改善計画等の実行可能性に鑑み、「継続企業の前提に関する注記」は、平成23年９月期第１四半期連結財

務諸表には記載しておりませんでした。 

当社グループは、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ており、当第２四半期において主要事業会社においては黒字化を達成し、収益力が改善され

てきております。しかしながら、応用技術型グループにおける情報セキュリティプロダクト部門において前期に

みられたICT補正予算による学校・自治体等の情報漏えい対策投資特需の反動等があり、当初見込みより売上高

及び営業利益が減少いたしました。また、資金面において未回収債権が発生したこと等により資金計画に遅延が

生じたことから、現時点においては継続企業の前提に重要な不確実性が認められますので、当第２四半期連結財

務諸表より「継続企業の前提に関する注記」を記載することといたしました。 

当該状況を解消するために、具体的な改善策として以下の経営計画を実施してまいります。 

①収益基盤の強化 

利益の黒字化を図る体制が整備されたことを受け、ユーザーのニーズに対応する新製品の開発、営業体制の

構築や新サービスへの展開を推進していくことで収益基盤の強化を図ってまいります。若干の開発遅れがあった

ものの、情報セキュリティプロダクト部門において新製品（TRAVENTY™ SuperVisionシリーズ：平成23年５月20

日販売開始予定）の販売が決定しており、今後の業績改善に寄与するものと考えております。また、事業の効率

化を優先課題とし、急激な経済変化によるコスト変動等にも柔軟に対応できる環境を整備してまいります。 

②コスト削減 

引き続きグループ全体の販売管理費の削減、業務効率の改善に努めることでグループ全体のコスト削減を実

行してまいります。役員報酬の減額をはじめ、更なる経費の見直しやグループ全体の間接部門の統括、事業部別

の業務の効率化を実行し、リストラクチャリングも含めたコストの大幅な削減を図ってまいります。 

③財務体質の強化と安定 

金融機関からの融資による資金調達を引き続き拡大するとともに、投資家等と資金調達の協議を行い財務基

盤の構築を進めてまいります。また、保有資産等の売却及び回収遅延債権の回収等を行い、財務体質の安定を図

ってまいります。 

④管理会計の体制強化 

前連結会計年度に引き続き、不採算事業に対する早期判断及び業務の効率化に注力してまいります。当期に

おいては管理会計の強化を行い、予算管理の徹底を図っており、予算との乖離が生じた場合には早期の検討が可

能な体制を構築しております。 

今後も引き続き上記計画を実行することにより、経営安定化及び事業黒字化を目指してまいりますが、今後

の景気動向は依然として不透明な状況にあり、安定収益の実現にまだ少し期間を要することや、資金計画の遅延

等により、現時点において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
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〔事業の種離別セグメント情報〕  

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

 （注）１．事業区分は、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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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。なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

〔所在地別セグメント〕  

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

  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。 

   

〔海外売上高〕  

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

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（５）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 
 1,105,933  176,347  －  1,491  1,283,772  －  1,283,772

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,195  1,175  －  3,703  6,075  △6,075  －

計  1,107,129  177,523  －  5,195  1,289,847  △6,075  1,283,772

営業利益又は営業損

失(△) 
 68,947  △15,117  △7,972  △109,684  △63,827  －  △63,827

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 
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会及び経営会

議が、経営原資の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。  

 当社の事業は大きく分けて「応用技術型事業」「知識融合型事業」「未来開発型事業」の３つの事業に区分さ

れております。 

 各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

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

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△75,480千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主にグループ管理

部門に係る費用であります。 
    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

   

  (追加情報) 

      第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月21日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日)を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

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 

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損
益計算書計上

額 
（注２） 

応用技術型事
業  

知識融合型事
業  

未来開発型
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高    976,238    193,727  －    1,169,965    －    1,169,965

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,909    4,837    －    7,746    △7,746    －

計    979,147    198,564    －    1,177,712    △7,746    1,169,965

セグメント利益また

は損失(△) 
 29,131 △19,950    △1,701 7,479    △75,480    △68,001

（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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