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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24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 ％

24年9月期第2四半期 560 △52.1 △66 ― △77 ― △79 ―
23年9月期第2四半期 1,169 △8.9 △68 ― △68 ― △99 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 △79百万円 （―％） 23年9月期第2四半期 △94百万円 （―％）

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

24年9月期第2四半期 △346.86 ―
23年9月期第2四半期 △517.92 ―

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

24年9月期第2四半期 518 △36 △7.2 △123.66
23年9月期 580 △107 △18.5 △558.18
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  △37百万円 23年9月期  △107百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年9月期 ― ― ― ― ―
24年9月期 ― ―
24年9月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 1,220 △38.5 △64 ― △84 ― △85 ― △326.83



(1) 当四半期連結累計期間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に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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せん。 

※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】２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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期2Q 292,406 株 23年9月期 192,406 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 3 株 23年9月期 3 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 229,561 株 23年9月期2Q 192,391 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、東日本大震災からの復旧に伴う内需の持ち直しによる国内企

業活動の復調など一部に明るい兆しが見られたものの、欧州における財政問題や円高の長期化による影響などもあ

り、経済環境は先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中、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、セキュリティ

USBメモリ販売が販売予想を大きく下回ったこと及びアウトソーシングサービスの売上が伸び悩んだこと等によ

り、売上高において前年同期に比べ下回る結果となりました。 

 知識融合型事業におきましては、MANAペレット販売事業において、平成23年10月より書籍ルートによる販売を開

始し順調に推移したものの、既存事業であるコンテンツ制作事業において売上が伸び悩んだこと等により、売上高

において前年同期に比べ下回る結果となりました。 

 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、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、当社及びグループ会社におきましては、前期に比べコスト削減を実行し、経営効率を高めてまいりまし

た。 

 以上の結果、売上高は560百万円（前年同期比52.1％減）、営業損失は66百万円（前年同期営業損失68百万

円）、経常損失は77百万円（前年同期経常損失68百万円）、四半期純損失は79百万円（前年同四半期純損失99百万

円）となりました。 

 なお、前年同期連結子会社であった株式会社コンピュータマインドは前第３四半期連結会計期間より持分法適用

関連会社となっております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は518百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少いたし

ました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。 

負債合計は554百万円となり、前連結会計年度末に比べ133百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減

少によるものであります。 

 純資産合計につきましては、△36百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円の増加となりました。これは

主に、四半期純損失を計上したこと及び平成24年１月24日付の新株発行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24百万円増加し、53百万円となりました。 

 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、112百万円（前年同期は66百万円の使用）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純損失77百万円、売上債権の増加額81百万円及び仕入債務の減少額

133百万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、4百万円（前年同期は13百万円の使用）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3百万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獲得した資金は、140百万円（前年同期は57百万円の獲得）とな

りました。これは主に、株式の発行による収入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23年11月15日に公表いたしました平成24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24年５月11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．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

     

（２）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

    

   

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66,731千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス112,171千円を計上しており、当第

２四半期連結累計期間において79,625千円の四半期純損失を計上した結果、36,150千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、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。しかしながら、応用技術型グループにおけるアウトソーシングサービスに関しては、アミューズメント分

野の売上が計画を下回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。 

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。昨年５月に販売開始した情報セ

キュリティプロダクト部門の新製品（TRAVENTY™ SuperVisionシリーズ）の機能追加や周辺管理ソフトの整備等、

よりユーザーのニーズをくみ上げた製品を提供してまいります。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。グループ全体の間接部門の集約、事業部別の業務の効率化を実行し、コストの削減を図っておりま

す。 

③財務体質の強化と安定 

 第三者割当増資等、市場からの調達を検討・実施するとともに、金融機関からの融資による資金調達を引き続き

実施してまいります。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。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,258 54,290

受取手形及び売掛金 313,512 232,597

商品及び製品 43,766 37,540

仕掛品 947 －

原材料及び貯蔵品 560 14,660

未収入金 6,904 3,151

その他 17,524 15,170

貸倒引当金 △10,786 △9,369

流動資産合計 401,687 348,040

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,824 3,824

減価償却累計額 △3,611 △3,624

建物（純額） 213 200

機械装置及び運搬具 1,250 1,250

減価償却累計額 △1,250 △1,250

機械装置及び運搬具（純額） － －

リース資産 3,534 3,534

減価償却累計額 △589 △942

リース資産（純額） 2,945 2,591

その他 21,743 22,048

減価償却累計額 △20,162 △20,054

その他（純額） 1,580 1,993

有形固定資産合計 4,739 4,785

無形固定資産   

ソフトウエア 39,244 27,525

その他 1,791 1,791

無形固定資産合計 41,035 29,316

投資その他の資産   

投資有価証券 8,210 8,210

関係会社株式 84,861 89,346

破産更生債権等 92,274 92,039

差入保証金 22,895 22,611

長期未収入金 37,934 37,934

その他 17,021 16,432

貸倒引当金 △131,081 △130,845

投資その他の資産合計 132,116 135,728

固定資産合計 177,891 169,830

繰延資産   

株式交付費 856 214

繰延資産合計 856 214

資産合計 580,435 518,085
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 319,310 185,415

短期借入金 138,938 137,938

1年内返済予定の長期借入金 20,487 23,784

未払金 35,750 41,652

リース債務 3,154 2,783

未払法人税等 3,923 2,745

その他 18,827 24,678

流動負債合計 540,390 418,996

固定負債   

長期借入金 147,079 135,187

その他 360 61

固定負債合計 147,439 135,248

負債合計 687,830 554,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,839 1,489,639

資本剰余金 345,796 420,496

利益剰余金 △1,867,921 △1,947,546

自己株式 △108 △108

株主資本合計 △107,394 △37,519

新株予約権 － 1,360

純資産合計 △107,394 △36,159

負債純資産合計 580,435 518,085
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,169,965 560,917

売上原価 867,426 362,499

売上総利益 302,539 198,417

販売費及び一般管理費 370,540 265,149

営業損失（△） △68,001 △66,731

営業外収益   

受取利息 33 7

受取配当金 220 220

持分法による投資利益 － 4,485

保険解約返戻金 298 －

受取賃貸料 1,496 －

設備賃貸料 970 －

雑収入 613 23

営業外収益合計 3,632 4,736

営業外費用   

支払利息 2,685 14,678

手形売却損 218 －

雑損失 1,261 －

その他 － 992

営業外費用合計 4,166 15,671

経常損失（△） △68,535 △77,667

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,001 －

和解精算益 9,497 －

特別利益合計 19,499 －

特別損失   

固定資産除却損 － 12

貸倒引当金繰入額 35,000 －

特別損失合計 35,000 12

税金等調整前四半期純損失（△） △84,036 △77,680

法人税、住民税及び事業税 23,151 1,944

法人税等調整額 △13,154 －

法人税等合計 9,996 1,944

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △94,033 △79,625

少数株主利益 5,609 －

四半期純損失（△） △99,642 △79,625
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △94,033 △79,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △268 －

その他の包括利益合計 △268 －

四半期包括利益 △94,301 △79,625

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △99,911 △79,625

少数株主に係る四半期包括利益 5,609 －
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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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24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 △84,036 △77,680

減価償却費 20,606 17,348

のれん償却額 6,907 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,083 △1,651

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,676 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,140 －

受取利息及び受取配当金 △253 △227

支払利息 2,685 14,678

売上債権の増減額（△は増加） △41,258 81,150

たな卸資産の増減額（△は増加） 2 △6,926

仕入債務の増減額（△は減少） 37,572 △133,895

持分法による投資損益（△は益） － △4,485

未収入金の増減額（△は増加） △641 3,753

その他 △46,086 12,586

小計 △41,600 △95,349

利息及び配当金の受取額 242 227

利息の支払額 △2,961 △13,926

保証料の支払額 △731 －

法人税等の支払額 △21,426 △3,122

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,477 △112,171

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 △500 △600

定期預金の払戻による収入 900 －

有形固定資産の取得による支出 △275 △966

無形固定資産の取得による支出 △14,037 △3,028

差入保証金の差入による支出 － △205

差入保証金の回収による収入 － 490

貸付けによる支出 △236 △300

貸付金の回収による収入 255 217

長期未収入金の回収による収入 － 202

その他 300 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,594 △4,190

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 47,000 148,500

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △9,520 △8,595

新株予約権の行使による株式の発行による収入 5 －

新株予約権の発行による収入 － 1,360

その他 △8 △371

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,476 140,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,595 24,531

現金及び現金同等物の期首残高 161,030 28,958

現金及び現金同等物の四半期末残高 138,434 53,490
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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66,731千円及び営業キャッシュ・フローのマイナス112,171千円を計上しており、当第

２四半期連結累計期間において79,625千円の四半期純損失を計上した結果、36,150千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、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。しかしながら、応用技術型グループにおけるアウトソーシングサービスに関しては、アミューズメント分

野の売上が計画を下回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。 

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。昨年５月に販売開始した情報セ

キュリティプロダクト部門の新製品（TRAVENTY™ SuperVisionシリーズ）の機能追加や周辺管理ソフトの整備等、

よりユーザーのニーズをくみ上げた製品を提供してまいります。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。グループ全体の間接部門の集約、事業部別の業務の効率化を実行し、コストの削減を図っておりま

す。 

③財務体質の強化と安定 

 第三者割当増資等、市場からの調達を検討・実施するとともに、金融機関からの融資による資金調達を引き続き

実施してまいります。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。 

   

 当社は、平成24年１月24日付で、加賀美郷氏及び新日本アルク工業株式会社を割当先とする、現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）による第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間に

おいて、資本金が74,800千円、資本準備金が74,700千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が

1,489,639千円、資本準備金が420,496千円となっております。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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