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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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3四半期 1,546   △12.7 △129  ― △135  ― △166  ―
22年9月期第3四半期 1,771      6.3 △163   ― △188   ― △113   ―

 

 
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3四半期 △867 07 ―
22年9月期第3四半期 △588 61 ―

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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
であるため記載しておりません。 
 

（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

23年 9月期第3四半期 559 △37 △6.7 △194 86
22年 9月期 936 289 13.8 672 50

(参考)自己資本 23年9月期第3四半期         △37百万円 22年9月期             129百万円 

 
２．配当の状況 

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00   

23年 9月期 ― 0 00 ―   

23年 9月期(予想)   0 00 0 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 : 無 

 
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） 

 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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 : 無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 有 

 新規 ―社   、除外 1社 株式会社コンピュータマインド 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 192,406株 22年9月期 192,394株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 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3Ｑ 192,392株 22年9月期3Ｑ 192,377株

 
 
（※ 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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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。  

 このような環境下、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。しかし、当第２四半期連結会計期間末まで連結子会社であ

った株式会社コンピュータマインドが、当第３四半期連結会計期間より持分法適用関連会社となったため、事業規

模が縮小することとなりました。 

 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、売上高及び営業利益が前年

同四半期を上回りました。 

 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

開発を引き続き行っているものの、売上高を計上するには至っていない状況となっています。 

  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1,546百万円（前年同期比12.7％減）、

経常損失は135百万円（前年同期経常損失188百万円）、四半期純損失は166百万円（前年同期四半期純損失113百万

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けるアウトソーシングサービスに関しては、ビジネス及び企業向け分野に

おいては苦戦を強いられておりますが、アミューズメント分野における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た結果、売上高及び営業利益ともに目標を達

成しております。情報セキュリティプロダクト部門に関しては、２月に強制暗号化USBメモリ『Traventy』の新製

品として、『TRAVENTY™ CG』シリーズ、５月には操作ログ取得機能をUSBメモリに搭載した新バージョンの

『TRAVENTY™ SuperVision』シリーズを発売いたしました。『TRAVENTY™ SuperVision』シリーズについては株式会

社インテックとの統合ログ管理ソリューションで協業を図るなどの施策を行っておりますが、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や、ログ機能付きUSBメモリについては発売から

間もないため、市場への浸透にまだ少し時間を要することにより売上高及び営業利益が減少しており、目標を下回

る結果となっております。 

 株式会社コンピュータマインドにつきましては、当第３四半期連結会計期間より持分法適用関連会社となりまし

た。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、1,228百万円（前年同期比18.8％減）となり営業利

益は16百万円（前年同期比51.1％減）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、WEBサイトの見直しや営業体制

の強化を図った結果、受注件数が増加し、売上高及び営業利益が増加しており目標を上回る結果となりました。 

 また、MANAペレット販売事業においては東日本大震災の被災地への支援活動として、被災地(特に避難所)におけ

る衛生管理(除菌・抗菌・消臭・防臭)に役立てることを目的に協力企業と連携を図り、支援物資としての供給を行

いましたが、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。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、339百万円（前年同期比32.5％増）となり営業損失

は12百万円（前年同期営業損失22百万円）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３四半期連結累計期間において２百万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  

 株式会社コンピュータマインドが当第３四半期連結会計期間より持分法適用関連会社となったことに伴い、総資

産、負債、純資産が減少しております。 

 当第３四半期連結累計期間末における総資産は559百万円となり、前連結会計年度末に比べて377百万円減少いた

しました。流動資産合計は326百万円となり、前連結会計年度末に比べて415百万円減少いたしました。固定資産合
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計は231百万円となり、前連結会計年度末に比べて38百万円増加いたしました。 

 また、負債合計は596百万円となり、前連結会計年度末に比べて50百万円減少いたしました。流動負債合計は469

百万円となり、前連結会計年度末に比べて29百万円減少いたしました。固定負債合計は127百万円となり、前連結

会計年度末に比べて21百万円減少いたしました。 

 純資産につきましては、△37百万円となり、前連結会計年度末に比べて327百万円減少しております。 

  

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、前連結会計年度末に比

べ176百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には15百万円となりました。  

 当第３四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80百万円（前年同四半期比38.5％減）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純損失150百万円、貸倒引当金の増加額33百万円、売上債権の減少額26百万

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23百万円（前年同期得た資金27百万円)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25百万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95百万円（前年同四半期比26.3％減）となりました。

これは主に、短期借入金による収入90百万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  

 平成23年９月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月16日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

 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 

 当社の連結子会社であった株式会社コンピュータマインドは、当第３四半期連結会計期間より、持分法適用関連

会社となりました。  

  

（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３四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３四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３四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３四半期連結

累計期間においても営業損失 百万円及び営業キャッシュ・フローのマイナス 百万円を計上しており、当第３

四半期連結累計期間において 百万円の四半期純損失を計上した結果、 百万円の債務超過となっております。

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３四半期連結累計期間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）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。 

 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。   

129 80

166 37

㈱YAMATO　平成23年9月期　第3四半期決算短信

4



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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,068 171,754

受取手形及び売掛金 253,790 453,728

商品及び製品 35,108 41,691

原材料及び貯蔵品 975 1,889

未収入金 2,810 37,201

繰延税金資産 － 12,894

その他 12,688 28,845

貸倒引当金 △3,727 △6,189

流動資産合計 326,715 741,815

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,824 97,235

減価償却累計額 △3,603 △60,121

建物（純額） 221 37,114

機械装置及び運搬具 1,250 2,324

減価償却累計額 △1,250 △2,303

機械装置及び運搬具（純額） － 21

土地 － 10,000

その他 25,907 37,122

減価償却累計額 △20,437 △29,416

その他（純額） 5,470 7,705

有形固定資産合計 5,692 54,841

無形固定資産   

ソフトウエア 44,367 44,059

のれん － 13,815

その他 7,131 2,194

無形固定資産合計 51,498 60,069

投資その他の資産   

投資有価証券 10,260 15,280

破産更生債権等 101,158 96,900

差入保証金 23,068 37,099

長期未収入金 50,918 2,202

関係会社株式 115,252 －

その他 16,706 36,068

貸倒引当金 △143,362 △109,724

投資その他の資産合計 174,002 77,827

固定資産合計 231,193 192,738

繰延資産   

株式交付費 1,177 2,140

繰延資産合計 1,177 2,140

資産合計 559,086 936,694
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 261,753 243,000

短期借入金 97,938 7,614

1年内返済予定の長期借入金 15,851 20,786

未払金 56,661 73,700

未払法人税等 3,150 23,631

賞与引当金 － 24,089

その他 33,910 105,775

流動負債合計 469,265 498,597

固定負債   

長期借入金 126,872 124,786

退職給付引当金 － 21,320

その他 439 2,311

固定負債合計 127,311 148,417

負債合計 596,577 647,015

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,839 1,414,809

資本剰余金 345,796 345,766

利益剰余金 △1,798,018 △1,631,201

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △37,490 129,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 118

評価・換算差額等合計 － 118

少数株主持分 － 160,295

純資産合計 △37,490 289,679

負債純資産合計 559,086 936,694
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,771,141 1,546,675

売上原価 1,290,373 1,138,785

売上総利益 480,768 407,889

販売費及び一般管理費 643,769 537,017

営業損失（△） △163,000 △129,127

営業外収益   

受取利息 371 41

受取配当金 389 285

保険解約返戻金 1,380 298

受取賃貸料 2,450 2,467

助成金収入 3,857 －

雑収入 528 634

営業外収益合計 8,978 3,725

営業外費用   

支払利息 1,537 5,963

手形売却損 581 322

新株予約権発行費 6,815 －

雑損失 3,981 1,802

持分法による投資損失 21,994 2,258

営業外費用合計 34,911 10,347

経常損失（△） △188,933 △135,748

特別利益   

関係会社株式売却益 35,000 －

貸倒引当金戻入額 75,037 11,262

和解精算益 － 9,497

特別利益合計 110,037 20,760

特別損失   

投資有価証券売却損 1,289 －

投資有価証券評価損 － 450

貸倒引当金繰入額 － 35,000

その他 382 －

特別損失合計 1,671 35,450

税金等調整前四半期純損失（△） △80,567 △150,437

法人税、住民税及び事業税 20,698 23,924

法人税等調整額 △1,667 △13,154

法人税等合計 19,031 10,769

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △161,207

少数株主利益 13,635 5,609

四半期純損失（△） △113,234 △166,816
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 487,369 376,709

売上原価 378,768 271,358

売上総利益 108,601 105,350

販売費及び一般管理費 207,774 166,476

営業損失（△） △99,173 △61,125

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 169 65

受取賃貸料 773 －

助成金収入 975 －

雑収入 371 20

営業外収益合計 2,298 93

営業外費用   

支払利息 724 3,278

手形売却損 397 103

新株予約権発行費 6,815 －

雑損失 2,855 540

持分法による投資損失 － 2,258

営業外費用合計 10,792 6,180

経常損失（△） △107,666 △67,212

特別利益   

貸倒引当金戻入額 55,793 1,261

特別利益合計 55,793 1,261

特別損失   

特別損失合計 156 450

税金等調整前四半期純損失（△） △52,029 △66,401

法人税、住民税及び事業税 △5,727 772

法人税等調整額 7,386 －

法人税等合計 1,658 772

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △67,173

少数株主利益 1,617 －

四半期純損失（△） △55,305 △67,173
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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損失（△） △80,567 △150,437

減価償却費 29,004 27,166

のれん償却額 10,361 6,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △76,562 33,998

賞与引当金の増減額（△は減少） △128 23,676

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,170 4,140

受取利息及び受取配当金 △760 △326

支払利息 1,537 5,963

投資有価証券評価損益（△は益） － 450

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） 24,985 26,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,932 7,473

仕入債務の増減額（△は減少） 22,955 23,677

持分法による投資損益（△は益） 21,994 2,258

保険解約損益（△は益） △1,380 －

未収入金の増減額（△は増加） 17,558 △14,324

差入保証金の増減額（△は増加） △15,000 －

その他 △1,792 △49,677

小計 △110,267 △52,360

利息及び配当金の受取額 760 315

利息の支払額 △1,301 △5,708

保証料の支払額 △4,934 △731

法人税等の支払額 △15,840 △22,436

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,583 △80,922

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 △824 △900

定期預金の払戻による収入 1,100 2,400

事業譲渡による収入 12,075 －

有形固定資産の取得による支出 △15,922 △376

無形固定資産の取得による支出 △26,798 △25,712

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 1,380 －

貸付けによる支出 － △236

貸付金の回収による収入 351 570

差入保証金の回収による収入 33,771 －

長期未収入金の回収による収入 19,000 300

その他 △1,052 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,368 △23,954

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 － 192,000

短期借入金の返済による支出 － △102,000

長期借入れによる収入 140,000 20,000

長期借入金の返済による支出 △10,302 △14,121

株式の発行による収入 － 60

その他 － △371

財務活動によるキャッシュ・フロー 129,698 95,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,482 △9,309

現金及び現金同等物の期首残高 166,137 161,030

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △136,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 191,619 15,033
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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３四半期連

結累計期間においても営業損失 百万円及び営業キャッシュ・フローのマイナス 百万円を計上しており、当第

３四半期連結累計期間において 百万円の四半期純損失を計上した結果、 百万円の債務超過となっておりま

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３四半期連結累計期間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。 

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）を発売いたしました。当第３四半期連結会計期間において結果としてはまだ反映されておりませんが、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、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、債務超過の解消についても不透明であるた

め、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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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22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．「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、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３四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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

（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 

 1,513,377  256,272  －  1,491  1,771,141  －  1,771,141

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 7,008  9,430  －  12,064  28,503  △28,503  －

計  1,520,386  265,702  －  13,556  1,799,645  △28,503  1,771,141

営業利益又は営業損失
(△) 

 34,338  △22,769  △11,476  △162,099  △162,006  △994  △163,000

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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〔報告セグメント〕 

 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または損失の金額に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益または損失の調整額△130,836千円は、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．セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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 1,228,377 339,469 － 1,567,846 △21,171 1,546,675

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

5,984 23,005 － 28,990 △28,990 －

計 1,234,362 362,474 － 1,596,837 △50,161 1,546,675

セグメント利益また

は損失(△) 
16,798 △12,525 △2,564 1,709 △130,836 △129,127

（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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