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１．18 年３月期の連結業績（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

   (1)連結経営成績                                 （百万円未満切捨表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 (％) 百万円 (％) 百万円 (％)

1 8 年 ３ 月 期 7,800 (  38.1) 555 ( 341.9) 711 (151.7)

1 7 年 ３ 月 期 5,646 ( 113.2) 125 ( △2.9) 282 ( 78.0)

 

 当 期 純 利 益 
１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 百万円 (％) 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

1 8 年 ３ 月 期 516 (  109.1) 5,331 41 4,715 25 6.8 5.5 9.1 

1 7 年 ３ 月 期 247 (   －  ) 3,011 67 2,481 73 5.8 3.9 5.0 

(注) 1. 持分法投資損益 18 年３月期 －百万円  17 年３月期 －百万円 

 2. 期中平均株式数（連結） 18 年３月期  96,921 株  17 年３月期  82,031 株 

 3. 会計処理の方法の変更   無 

 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

   (2)連結財政状態 
１ 株 当 た り

 総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 
株 主 資 本

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

1 8 年 ３ 月 期 16,631 8,999 54.1 88,745 41 

1 7 年 ３ 月 期 9,200 6,283 68.3 67,136 33 

    (注)期末発行済株式数(連結) 18 年３月期 101,407 株    17 年３月期 93,591 株 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

1 8 年 3 月 期 3,062 △5,134 3,510 3,259 

1 7 年 3 月 期 △1,819 △2,034 3,175 1,679 

  (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

      連結子会社数 ７社 持分法適用非連結子会社 －社 持分法適用関連会社数 －社 

  (5)連結範囲及び持分法の適用の移動状況 

      連結（新規） １社 （除外） －社   持分法（新規） －社  （除外） －社 

 

２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

 百万円 百万円 百万円

中    間   期 4,000 100 70 

  通     期 12,000 1,000 730 

   （参考）１株当たり予想当期純利益（連結）7,198 円 71 銭 

        

（注）  業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は 

様々な要因の変化により、予想と異なることがあります。 
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１．企業集団の状況 

 

当企業集団は、当社と、国内子会社の㈱ジークス、メガソリューション㈱、㈱ゼン・ティーコム、

米国子会社であるゼンテック・テクノロジー・インク及びシンガポール子会社であるゼンテック・テ

クノロジー・シンガポール・プライベート・リミテッド、ソーマ・アジア・プライベート・リミテッ

ド、ゼンテック・インベストメント・プライベート・リミテッドより構成されており、デジタル・テ

レビ等のデジタル情報家電や携帯電話等のモバイル関連分野において、コア・ソフトウェアの開発及

びシステム・ソリューションの提供を主たる業務としております。 

 
(注)ソリューションとは、インテグレーション、ソフトウェア・ライセンス、QA を含む 【事業系統図】 
テスティング、サポート、メンテナンスを含みます。  

 
ト
ー
タ
ル
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ソフトウェア及び 
テクノロジー 
の移転

ゼンテック・テクノロジー・インク 
（連結子会社）北米（米国） 

（コア技術の研究・開発・米国市場対応） 

㈱ゼンテック・テクノロジー・

ジャパン （国内） 
  Tool & 
Middleware

株式会社ジークス 
（連結子会社）（国内） 

ゼンテック・インベストメント・プライベート・リミテッド 

戦略的投資・アドバイザリー活動

 
OS & HW メガソリューション株式会社

（連結子会社）（国内） 

Application 

（ 市 場 密 着 対 応 ）

家電メーカ 
モバイル関連企業 

共
同
開
発 

共
同
開
発 

ゼンテック・テクノロジー・ 
シンガポール ・プライベート・リミテッド 

（連結子会社） 
アジア（シンガポール） 

共
同
開
発 

 ソリューション(注)の提供 

 ソリューション(注)の提供 

（ 市 場 密 着 対 応 ） 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
移
転 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
移
転 

CELRUN CO., LTD社 

   （韓国）（出資先） 

 製品の提供 株式会社ゼン・ティーコム 
（連結子会社）（国内） 

顧  客 

 製品の提供 

ソーマ・ネットワークス 
社（米国）（出資先）

アジア（シンガポール） 

ソーマ･アジア・プライベート・リミテッド 

（連結子会社） 

（連結子会社）アジア（シンガポール） 
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２．経営方針 
 
（１） 会社の経営の基本方針 

 

  「世界視野に立ち、より豊かな社会生活の実現に寄与する」 

 

「世界的視野に立ち、マーケット動向に密着した最先端のソフトウェア技術開発及び統合ソリューシ

ョンを提供することによって、人々の生活をより豊かにし社会に繁栄をもたらすこと」が、当社グルー

プの使命であります。当社グループは、その有する高度な知識、経験、技術力を駆使することによって、

「誰もが、何時でも、何処でも、手軽に」そして快適にネットワークの恩恵を受けることのできる社会

を築いてまいります。そのために、当社グループではデジタル機器・端末間のシームレスな情報の共有

化や利便性の向上の実現に取組んでおります。 

 

デジタル家電やモバイル端末機器の進化・普及や、ネットワークのブロードバンド化の進展に伴い、

製品に占めるソフトウェアの比重が増大し且つ複合化してきており、益々ソフトウェアの品質向上が重

要となっております。つまり、デジタル家電・携帯電話器メーカ、コンテンツ(アプリケーション)開発

会社にとっては、ソフトウェア開発期間の短縮と開発コスト削減、及びソフトウェアの品質向上が急務

となっております。 

 

こうした状況に対し、当社グループは、より柔軟性・拡張性・移植性に優れたミドルウェアやコンテ

ンツ(アプリケーション)の開発を大幅に効率化できるアプリケーション開発環境、及び品質向上を図る

テスティングを含むシステム・ソリューションの提供という、当社グループが強固な優位性を有するノ

ウハウをもとに取り組んでおりますが、こうした当社ビジネスに対する需要は乗数的に拡大しています。 

 

当社グループはこうした課題に対し、米国シリコンバレーの遺伝子を継承しつつ、各国・地域の優れ

た「文化」、「リソース」、「テクノロジー」をグローバルに融合することによって取り組んでおります。

具体的には、米国シリコンバレーの子会社ゼンテック･テクノロジー･インクから発信する最先端のソフ

トウェア技術やネットワーク関連技術を、デジタル家電及びモバイル関連市場に注入できる体制を維

持･発展させております。またこれら最先端のコア技術を応用しながら専門性を蓄積するとともに、最

新の市場動向を技術開発にフィードバックするという技術とニーズ相互の循環を創り出してまいりま

す。 

 

私たちは、ゼンテックの社名の由来でもある、全て(全：Zen)の先端技術を吸収し、最善(善：Zen)の

ソフトウェア・ソリューションを提供し、迷うことなく理念に忠実(禅：Zen)であり続けたいと祈念し

ております。 

 

(２)会社の利益配分に関する基本方針 

当社では、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しております。ただし当面は、企業体質の強化

及び積極的な事業展開と成長戦略の実行に備えて資金確保を優先させる方針から、内部留保に重点を置

いてまいる所存です。当社はこうした方針が、長期的には株式価値の向上に繋がり、ひいては株主への

利益還元になると考えております。 

 

(３)投資単位の引下げに関する考え方 

当社は、当社株式 1株当たりの投資金額を引下げ、株式の流動性を高めると共に、広く個人投資家を

含めた株主数の増加を図ることを目的として、過去において株式分割を実施してまいりました。当社で

は、今後も業容拡大に伴い、株式分割を適宜実施していく考えであります。 

 

 

(４)目標とする経営指標 

当社グループが取り組んでいるデジタル家電分野、モバイル分野及びネットワーク分野は、今後市場

の急速な拡大が予想されています。これらの市場に対して、当社グループでは 2005 年度は「市場占有

率の向上」を最優先課題とし、また 2006 年以降には「一層の売上拡大と利益率の向上」を実現すべく

「売上高の成長率」を目標とする経営指標と設定しております。 
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(５)中長期的な会社の経営戦略 
当社グループは 2000 年 2 月の設立当初から、デジタル家電分野及びモバイル分野における、包括的

ソフトウェア・ソリューション提供者たることを目指し事業展開してまいりましたが、設立からの 5年
間は売上高の毎年倍増を達成するとともに、黒字体質の定着も実現することが出来ました。当社グルー
プでは、次のさらなる飛躍に向けて「デジタル水源理論」の実践による「売上と利益の高成長持続」を
実現するため、以下のような中長期的戦略を考えております。 
 
第一に、A2D(Alliance, Acquisition & Development)、すなわち積極的な事業提携や出資及び

A&D(Acquisition & Development)の展開による事業拡大と技術力の一層の強化です。技術革新の速いデ
ジタル家電業界において、最適インテグレーションによる価値創造を実現するために、コア技術を自社
開発、買収、提携の多面的手段によりタイムリーに充実させ顧客に円滑に提供して行く事が、競争力維
持・向上に不可欠と考えております。 
こうした観点から、本年、カーナビや携帯電話等の移動体向けデジタル TV 受信機メーカである、韓

国の Freesat 社(旧 IDC Tech 社、KOSDAQ 上場)に資本参加しました。(当社の投資額は 4億 47 百万円、
持株比率は 15.2%)また、当社グループでは ST マイクロ社をはじめとする大手半導体メーカとの協業を
進めてまいりましたが、さらにこうした協業関係を一段と深化し、中期的製品開発計画やグローバル・
マーケティングでも連携を強化してまいります。 
 
第二に、市場占有率の拡大です。当社グループではこの 3～5年をデジタル TV 等の普及率が急速に上

昇する、市場が揺籃期から成長期へと移行する期間と認識しておりますが、揺籃期におけるシェア拡大
こそが成長期における優位性を担保すると考えております。米国、日本、アジア、欧州とグローバルに
拡がる市場において迅速なシェア拡大を達成するためには、開発・生産・販売の各分野でバランスのと
れた対応が必要となります。 
開発面では、デジタル家電、モバイル関連、ネットワーク関連の各セグメントにおいて市場動向を先

取りする商品戦略が重要です。デジタル TV については「デジタル水源理論」の実践として当社ソフト
を搭載したモジュールを開発することにより、TV メーカの開発コストの削減と開発期間の短縮を可能と
します。モバイル分野では、デジタル TV 技術の携帯電話やカーナビへの展開を図ります。またネット
ワーク関連事業については、米国のソーマ・ネットワークス社との連携を一層強化し、ワイヤレス・ブ
ロードバンド機器やセキュリティ・ネットワークの展開を図ります。 
生産面では、台湾・中国等の OEM/ODM メーカとの開発・生産・販売まで一体化した連携を進めるとと

もに、SKD(セミ・ノック・ダウン)の展開により新規参入企業への裾野拡大を図ります。また販売面で
も提携強化による営業力の充実を図ってまいる所存ですが、例えば大手電子部品商社であるエクセル社
と業務提携により、当社のデジタル TV 受信モジュールを世界各地の顧客に円滑に供給し、サポートを
提供することができると考えております。 

 

(６)市場動向の分析と当社グループの対応、及び今後の対処すべき課題 

市場動向の分析と当社グループの対応 
世界的なデジタル放送化への流れは、日本で平成 18 年 4月から始まったワン・セグによる携帯電話・

カーナビ向け放送に見られるように、従来型のテレビだけではなくモバイル端末、ポータブル端末へと
拡がりを持ち、さらには放送(ブロードキャスト)と通信(ブロードバンド)の融合も相俟って、まさに奔
流と呼ぶに相応しい状況になってきています。こうした環境の中で当社グループは、全世界のデジタル
放送規格に対応する受信用ソフトを提供できる唯一の独立系ソフト会社として、またブロードバンド IP
やモバイル分野との複合的技術・商品開発ができる企業集団として、強固な優位性を確立しております。
こうした高水準の自社保有技術をもとに、デジタル家電関連事業、モバイル関連事業、ネットワーク関
連事業の 3つの戦略事業分野で、新規顧客や新規契約を順調に獲得しております。 
 
デジタル家電事業分野においては、家電メーカ及び半導体メーカ等が世界的なTV放送のデジタル化の

進行を受け、新製品開発投資を活発化しています。こうした環境の中で当社グループは、世界各地域の
規格に適合したデジタルTV受信用統合ソフトウェア(商品名、MediaStack™ )を、家電メーカや半導体メ
ーカに対しライセンス提供を拡大しています。更に、自社開発ソフトウェアをモジュール化し、ハード
ウェアとして付加価値を高めて販売するビジネス・モデルも積極的に推進しております。アナログ放送
の停波が 3 年後に迫った米国市場向けには、米国デジタルTV受信用ソフトウェア(商品名 
MediaStackTM-ATSC、MediaStackTM-CableCARD)を、STマイクロエレクトロニクス社(以下、STマイクロ社)
製のチップセットに予め組み込んだモジュールの量産体制を整えております。1 月初旬に米国ラスベガ
スで開催された世界最大級の家電製品展示会であるConsumer Electronics Show (略称、CES)にSTマイ
クロ社と共同で出展し、37 インチLCDモニタと組み合わせデジタルTVトータル・ソリューションとして
実施したデモンストレーションは、好評を博しました。また日本市場向けでは、今夏に当社のソフトウ
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ェアやモジュールを搭載したデジタルTVの出荷が予定されています。 

 

ブロードバンドとブロードキャストの技術の融合を活用すべく、世界最大手のブロードバンド向け

IP-STB メーカである韓国 CELRUN 社(旧社名、Tcom＆Dtvro 社、韓国証券取引所上場)と合弁で設立した

子会社、㈱ゼン・ティーコムは、ブロードバンド(ADSL 及び VOD)IP-STB の販売を順調に拡大しておりま

す。当社グループは、CELRUN 社の関連会社である移動体向けデジタル TV 受信機メーカの Freesat 社(旧

IDC Tech 社、韓国 KOSDAQ 上場)にも資本参加し、同社の持つ DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

技術、即ち携帯電話やカーナビ向けのデジタル TV 技術を当社グループのソリューションのラインアッ

プに加えております。またグローバルIPTVサービス事業者のM2B World社(米国ナスダック上場のAmaru 

Inc.の 100％子会社、以下｢M2B｣)に対し、IP-STB やゼンテックのモジュールを組み込んだデジタル TV

を、ゼンテック・シンガポールから独占供給します。M2B は 2006 年度第１四半期(4～6 月)に、シンガ

ポールと米国でサービスを開始、多彩な機能・サービスを武器としたグローバルな展開を図る計画です。 
 

一方、モバイル事業分野では、第 3世代携帯電話サービスで先陣をきる KDDI 社指定の Brew アプリケ

ーション検証業者として、検証業務を順調に拡大していることに加え、国内外の大手携帯電話器メーカ

各社から品質向上を図るために新機種の実機検証テストを引き続き受託する一方、テスト・QA(品質)サ

ービスにも引き続き注力しております。また、ワン・セグによる携帯電話向けデジタル TV 放送やカー

ナビ向けデジタル TV 放送の開始により、デジタル TV 技術とモバイル技術の双方に軸足を持つ当社の優

位性は新たな受注へと繋がりつつあります。 

  

前期から新たに事業セグメントを設けたネットワーク事業分野では、戦略的投資先並びに事業提携先

である米国のソーマ・ネットワークス社(以下、米国ソーマ社)との合弁事業として、ソーマ・アジア・

プライベート・リミテッド(以下、ソーマ・アジア)を設立しました。ソーマ・アジアはアジア地域を中

心に、米国ソーマ社の提供する WiMAX 対応のブロードバンド無線通信システム(以下、ソーマ・システ

ム)の市場開拓、販売、設置サービス、サポート・メンテナンス及び関連アプリケーションの開発・提

供を推進しております。ソーマ・システムでは、基地局とソーマ・ポートと呼ばれる無線受信端末(事

務所や家庭で一般電源に差し込むだけで設置可能)間の 5 マイル以上のブロードバンド・アクセスが可

能となるだけではなく、固定電話品質の通話サービスやビデオ・コンファレンス等の色々なアプリケー

ション提供もできます。またシステムの設置も極めて短期間で可能なことから、ブロードバンド通信の

インフラ整備が急務な発展途上地域を中心に受注・販売が拡大しております。 

 

また、当社グループは、デジタル家電、モバイル及びネットワークの戦略 3事業に対し、高水準の自

社技術を独自に保有しておりますが、これらの独自保有技術をベースとして、その価値創造性をさらに

高めることを目的とした「戦略的投資」の実行主体として、今期シンガポールにゼンテック・インベス

トメント・プライベート・リミテッド(Zentek Investment Pte., Ltd. 以下 ZIP)を設立しました。ZIP

は戦略 

3 事業に対する戦略的投資の統括会社でありますが、昨年 12 月設立以降の投資やアドバイザリー活動は、

既に投資含み益の蓄積やアドバイザリー収入の獲得といった成果を挙げてきていることから、新たに

「戦略的投資事業」セグメントを設けることと致します。 

 

今後の対処すべき課題 

当期の連結売上高、連結経常利益、連結当期純利益は期初の予想を大幅に上回り、当社グループでは、

既定の中期的戦略を着実に展開出来ていると考えております。勿論、市場環境に併せた経営上の臨機応

変な対応には常に努めており、「利益を伴う売上増」経路を確実なものとするために、以下の課題に引

き続き取り組む所存であります。 
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① グローバルな開発・マーケティング・セールス体制強化 

米国拠点を中心に開発投資した Zentek Media Master(MHP 対応オーサリング・ツール)、Media Stack(デ

ジタルTV実行環境ソフトウェア)、デジタル文字放送規格(EIA 708B規格)ソリューション等の商品群は、

デジタル放送化の世界的同時進行という環境下、急拡大するグローバル市場に向けた商品群であると認

識しております。当社グループとしても市場の本格的立ち上がりを迎えつつある現在、先行メリットを

享受すべく、各地域の特性を活かしたデジタル TV 商品開発・サポート体制及びグローバルなマーケテ

ィング・セールス体制を強化する計画です。 

 

② 採算重視に基づく選別的先行投資の実施について 

当社グループでは、競争力のあるソフトウェア並びにコア技術開発推進のために、優れた開発技術者

の確保や戦略分野に対する先行投資を今後も行ってまいります。こうした一方、商品開発分野では市

場・営業・技術が有機的に機能することにより、売上の増加に繋がる市場密着型の開発体制を一段と強

化してまいります。また、先行開発に関しても、市場の動きに柔軟に対応できる開発体制を敷き、利益

の増加に繋がる採算性をより重視したリソースの投入を実施してまいります。 

 

③ グローバルな事業提携強化について 

急拡大する市場を多面的に捕捉するための戦略として、当社グループはA2D(Alliance, Acquisition & 

Development、以下A2D)、すなわち「積極的な事業提携や出資及びA&D(Acquisition & Development)の

展開による、事業拡大と技術力の一層の強化」を展開しております。技術革新の速い業界において、最

適インテグレーションによる価値創造を実現するために、コア技術を自社開発、買収、提携の多面的手

段によりタイムリーに充実させ顧客に円滑に提供することが、競争力維持・向上に不可欠と考えており

ます。また生産面・販売面でも、それぞれの市場に強みを有する企業との業務提携により、当社グルー

プの商品を世界各地の顧客に円滑に供給し、サポートを提供することが重要と考えております。 

当社のグローバル事業提携戦略は、既に米国ソーマ社(ブロードバンド・ワイヤレス・ソリューショ

ン・プロバイダー、当社連結子会社ソーマ・アジアを通して、アジア地域を中心に受注急拡大中)や韓

国 CELRUN 社等、との間で成功を収めております。 

当社グループは、当期シンガポールに戦略的投資の統括会社としてZIPを設立致しました。ZIP設立に

よりグローバル事業提携戦略であるA2Dを一段と推進し成長の加速を図ると共に、金融センターを標榜

し税制面を含め様々な優遇措置を講ずるシンガポールの地の利も生かし、グローバル財務戦略の強化に

も繋げる所存です。 

 

④ デジタル家電向け品質検証・テスト業務の強化について 

デジタル家電分野においては、その製品に占めるソフトウェアの比重が幾何級数的に高くなり、且つ

複雑化していることから、ソフトウェアの品質管理がますます重要な課題となってきています。また本

年末には「地上デジタル放送の世帯カバー率が約 82%(D-Pa 資料)」に達すると推計されており、「地上

デジタル放送」の受信機能を持ったデジタル TV を始めとしたデジタル家電製品に対する品質検証のニ

ーズは急速に高まってきています。当社グループはモバイル関連分野では、JADE シリーズ開発の圧倒的

な実績をベースとして、アプリケーション及び携帯端末(実機)の検証テスト業務を拡大してまいりまし

たが、今後はこれらの分野で築き上げた実績・経験・信用・ノウハウ・技術を基に、顧客への提案型検

証で低コスト化を図ることによって、国内外の家電メーカ、コンテンツ・プロバイダー等に、QA コスト

の削減と高度の品質保証を提供いたします。また、QA 要員のスキルアップと要員確保を進め、QA 専門

事業部による全国展開を実施することによって、市場ニーズに適した QA サービスの迅速な供給を図っ

てまいります。 
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３．経営成績と財政状態 
 

（１） 経営成績 

 

世界的なデジタル放送化への流れは、日本で平成 18 年 4月から始まったワン・セグによる携帯電話・

カーナビ向け放送に見られるように、従来型のテレビだけではなくモバイル端末、ポータブル端末へと

拡がりを見せています。さらには放送(ブロードキャスト)と通信(ブロードバンド)の融合も相俟って、

まさに奔流と呼ぶに相応しい状況になってきています。こうした環境の中で当社グループは、全世界の

デジタル放送規格対応の受信用ソフトを提供できる唯一の独立系ソフト会社としての地位を築いてお

ります。またブロードバンド IP やモバイル分野との複合的技術・商品開発ができる企業集団としても、

強固な優位性を確立しております。こうした高水準の自社保有技術をもとに、デジタル家電関連事業、

モバイル関連事業、ネットワーク関連事業の 3つの戦略事業分野で、新規顧客や新規契約を順調に獲得

しております。 

 

デジタル家電事業分野においては、家電メーカ及び半導体メーカ等が世界的なTV放送のデジタル化の

進行を受け、新製品開発投資を活発化しています。こうした環境の中で当社グループは、世界各地域の

規格に適合したデジタルTV受信用統合ソフトウェア(商品名、MediaStack™ )を、家電メーカや半導体メ

ーカに対しライセンス提供を拡大しています。更に、自社開発ソフトウェアをモジュール化し、付加価

値の高いハードウェアとして販売するビジネス・モデルも積極的に推進しております。アナログ放送の

停波が 3 年後に迫った米国市場向けには、米国デジタルTV受信用ソフトウェア(商品名 

MediaStackTM-ATSC、MediaStackTM-CableCARD)を、STマイクロエレクトロニクス社(以下、STマイクロ社)

製のチップセットに予め組み込んだモジュールの量産体制を整えております。本年 1月初旬に米国ラス

ベガスで開催された世界最大級の家電製品展示会であるConsumer Electronics Show (略称、CES)にST

マイクロ社と共同で出展し、37 インチLCDモニタと組み合わせデジタルTVトータル・ソリューションと

して実施したデモンストレーションは、好評を博しました。また日本市場向けでは、今夏に当社のソフ

トウェアやモジュールを搭載したデジタルTVの出荷が予定されています。 

 

ブロードバンドとブロードキャストの技術の融合を活用すべく、世界最大手のブロードバンド向け

IP-STB メーカである韓国 CELRUN 社(旧社名、Tcom＆Dtvro 社、韓国証券取引所上場)と合弁で設立した

子会社、㈱ゼン・ティーコムは、ブロードバンド(ADSL 及び VOD)IP-STB の販売を順調に拡大しておりま

す。当社グループは、CELRUN 社の関連会社である移動体向けデジタル TV 受信機メーカの Freesat 社(旧

IDC Tech 社、韓国 KOSDAQ 上場)にも資本参加し、同社の持つ DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

技術、即ち携帯電話やカーナビ向けのデジタル TV 技術を当社グループのソリューションのラインアッ

プに加えております。またグローバルIPTVサービス事業者のM2B World社(米国ナスダック上場のAmaru 

Inc.の 100％子会社、以下｢M2B｣)に対し、IP-STB やゼンテックのモジュールを組み込んだデジタル TV

を、ゼンテック・シンガポールから独占供給します。M2B は 2006 年度第 1四半期(4-6 月)に、シンガポ

ールと米国でサービスを開始、多彩な機能・サービスを武器としたグローバルな展開を図る計画です。 

 
一方、モバイル事業分野では、第 3世代携帯電話サービスで先陣をきる KDDI 社指定の Brew アプリケ

ーション検証業者として、検証業務を順調に拡大していることに加え、国内外の大手携帯電話器メーカ

各社から品質向上を図るために新機種の実機検証テストを引き続き受託する一方、テスト・QA(品質)サ

ービスにも引き続き注力しております。また、ワン・セグによる携帯電話向けデジタル TV 放送やカー

ナビ向けデジタル TV 放送の開始により、デジタル TV 技術とモバイル技術の双方に軸足を持つ当社の優

位性は新たな受注へと繋がりつつあります。 
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ネットワーク事業分野では、戦略的投資先並びに事業提携先である米国のソーマ・ネットワークス社

(以下、米国ソーマ社)との合弁事業として、ソーマ・アジア・プライベート・リミテッド(以下、ソー

マ・アジア)を設立しました。ソーマ・アジアはアジア地域を中心に、米国ソーマ社の提供するブロー

ドバンド無線通信システム(以下、ソーマ・システム)の市場開拓、販売、設置サービス、サポート・メ

ンテナンス及び関連アプリケーションの開発・提供を推進しております。ソーマ・システムでは、基地

局とソーマ・ポートと呼ばれる無線受信端末(事務所や家庭で一般電源に差し込むだけで設置可能)間の

5 マイル以上のブロードバンド・アクセスが可能となるだけではなく、固定電話品質の通話サービスや

ビデオ・コンファレンス等の色々なアプリケーション提供もできます。また、システムの設置も極めて

短期間で可能なことから、ブロードバンド通信のインフラ整備が急務な発展途上地域を中心に受注・販

売が拡大しております。さらに、平成 18 年 2 月には、シイガイズ社から SD/SDIO に関わる営業権を譲

り受け、組み込み機器向け無線 LAN システム等のトータル・ワイヤレス・ソリューションの応用商品開

発の地歩を得ております。 

 

また、当社グループは、デジタル家電、モバイル及びネットワークの戦略 3事業に対し、高水準の自

社技術を独自に保有しておりますが、これらの独自保有技術をベースとして、その価値創造性をさらに

高めることを目的とした「戦略的投資」の実行主体として、当期、シンガポールにゼンテック・インベ

ストメント・プライベート・リミテッドを設立しました。ZIP は戦略 3 事業に対する戦略的投資の統括

会社でありますが、昨年 12 月設立以降の投資やアドバイザリー活動は、既に投資含み益の蓄積やアド

バイザリー収入の獲得といった成果を挙げてきていることから、「戦略的投資事業」として新たにセグ

メントを設けることと致します。 

 

こうした結果、当社グループの当期の売上高は 78 億円と前年同期比 38.1％増加致しました。収益性

の面をみると、売上総利益率は前年の 23.4%から 24.3%と増加致しました。当社グループでは、従来の

ソフトウェアのライセンス供与に加えて、当社グループのソフトウェアや技術ノウハウを組み込んだハ

ードウェアの販売促進を図っていること、また現段階を将来のデジタル TV の本格普及期を睨んだ先行

的「陣取り」の時期と捉えており当面は短期的に利益率の向上を追及するよりシェアの拡大に力点をお

いていることから、当面の売上総利益率は 20％台前半に留まると予想しております。但し、売上高の急

速な伸びにより売上総利益は高成長を持続するとともに、売上高販管比率の低下により営業利益率は大

幅な改善が続くと予想しております。当期も売上総利益が前年比 43.3 %増と大幅な増加を達成する一方、

売上高販管比率が前年の21.2%から17.2%に低下、営業利益率は前年の2.2%から7.1%へと大幅に改善し、

連結営業利益は 5 億 55 百万円と前年比 341.9%増の急拡大を達成致しました。また当期においては、投

資有価証券売却益等の寄与も加わり、連結経常利益 7億 11 百万円(前年比 151.7%増)、連結当期純利益

5億 16 百万円(前年比 109.2%増)となりました。 

 

デジタル家電やモバイル関連、及びそれらをシームレスに繋ぐためのネットワーク技術、といった、

当社が取り組んでいるビジネスに対する需要は着実に拡大すると認識しております。こうした環境下、

平成 19 年 3月期においては通期連結売上高 120 億円(前年同期比 54%増)、利益面では、経常利益 10 億

円(前年同期比 41%増)、当期純利益 7 億 30 百万円(前年同期比 41%増)を見込んでおります。 

 



 

 

 

9

(２)財政状態及びキャッシュ・フローの状況 

 

当社グループの当期末の総資産は前年度末比 74 億 31 百万円増加し 166 億 31 百万円となりました。

流動資産は、前年度末、一時的要因で増加した前渡金、未収入金及び預け金が減少したことにより、活

発な営業活動を反映した受取手形及び売掛金の増加(7 億 79 百万円)、現預金の増加(15 億 79 百万円)に

対して、前年度末比 10億 92 百万円の増加に留まり 70 億 52 百万円となりました。一方、固定資産はA2D

戦略(Alliance, Acquisition & Development、「積極的な事業提携や出資及びA&D(Acquisition & 

Development)の展開による事業拡大と技術力の一層の強化」)の展開による投資有価証券の増加(47 億

82 百万円)、及び自社開発技術・商品のソフトウェア資産の増加(11 億 94 百万円)を主因に、前年度末

比 63 億 43 百万円増加して 95 億 71 百万円となりました。 

 

 当社グループの当期末の負債は、前年度末比 47億 38 百万円増加し 75 億 80 百万円となりました。買

掛金(9 億 69 百万円増)と短期借入金(9 億 22 百万円増)の増加を主因に、流動負債が 27 億 90 百万円増

加して45億 31百万円となる一方、固定負債はメガバンクからのシンジケート・ローンの調達を中心に、

19 億 48 百万円増加して 30 億 49 百万円となりました。資本につきましては、当期利益に加え前期まで

に発行した新株予約権付社債の株式への転換が完了したこと、及び投資有価証券の含み益等により 27

億 16 百万円増加し 89億 99 百万円となりました。こうした結果、自己資本比率は 54.1%となりました。 

 

 当期の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前

当期純利益の増加及び前渡金・預け金の減少を主因として 30 億 62 百万円のプラス、投資活動によるキ

ャッシュ・フローが知的財産権であるソフトウェア資産の増加及びと投資有価証券の増加を主因に 51

億 34 百万円のマイナスとなりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、メガバンクから

のシンジケート・ローン調達を主因に 35 億 10 百万円のプラスとなりました。この結果、現金及び現金

同等物の期末残高は、前年度末の 16億 79 百万円から 15 億 79 百万円増加して 32 億 59 百万円となりま

した。 

 

今後につきましては、当社グループは、デジタルTV関連を中心に知的財産の蓄積を着実に続けていく

考えです。さらにデジタル家電分野、モバイル関連分野、ネットワーク関連事業での市場拡大を睨みつ

つ、収入形態については従来の開発収入及びソフトウエア・ロイヤリティ収入に加えて、自社開発ソフ

トウェアをモジュール化し、ハードウェアとして付加価値を高めた販売も積極的に推進しております。

これらの施策は何れも当社グループの中長期的な成長率を高めるとともに、中長期的なキャッシュ・フ

ローの拡大に繋がると認識しております。当社グループは、当期末、現金及び現金同等物を 32 億 59 百

万円有しておりますが、今後共、資金支出を十分に吟味し、またA2D(Alliance, Acquisition & 

Development)戦略や積極的なグローバル展開を担保するための財務基盤の維持強化に努める所存です。 
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４【連結財務諸表等】 
（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,679,466  3,259,053

２．受取手形及び売掛金  1,840,299  2,619,824

３．たな卸資産  325,443  601,465

４．繰延税金資産  928  11,255

５．前渡金  884,600  331,210

６．未収入金  622,890  79,604

７．預け金  581,575  33,226

８．その他  24,367  116,762

貸倒引当金  △250  △190

流動資産合計  5,959,321 64.8  7,052,212 42.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  44,430 71,148 

減価償却累計額  16,157 28,272 26,066 45,082

(2) 建設仮勘定  －  150,159

(3）その他  218,495 282,357 

減価償却累計額  93,829 124,665 146,835 135,521

有形固定資産合計  152,937 1.7  330,763 2.0

２．無形固定資産   

(1) 営業権  5,427  327,723

(2) ソフトウェア  297,905  803,557

(3) ソフトウェア仮勘定  1,240,643  1,929,448

(4) 連結調整勘定  32,995  18,330

(5) その他  203,161  157,406

無形固定資産合計  1,780,134 19.3  3,236,465 19.5
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,039,020  5,821,230

(2) 長期貸付金  57,135  －

(3) 繰延税金資産  －  10,342

(4) その他  198,734  172,656

投資その他の資産合計  1,294,890 14.1  6,004,229 36.1

固定資産合計  3,227,962 35.1  9,571,458 57.6

Ⅲ 繰延資産   

１．創立費  753  502

２．新株発行費  3,295  5,311

３．社債発行費  9,050  2,025

繰延資産合計  13,099 0.1  7,840 0.0

資産合計  9,200,383 100.0  16,631,511 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  407,560  1,376,986

２．短期借入金 ※３ 605,000  1,527,500

３．１年以内返済予定の 

  長期借入金 
※３ 210,040  494,339

４．未払法人税等  31,005  120,771

５．製品保証引当金  14,652  －

６．その他  472,383  1,011,519

流動負債合計  1,740,642 18.9  4,531,116 27.2

Ⅱ 固定負債   

１．社債  300,000  300,000

２．新株予約権付社債  670,000  －

３．長期借入金 ※３ 112,695  2,400,513

４．繰延税金負債  －  338,462

５．退職給付引当金  3,909  3,175

６．連結調整勘定  1,842  6,435

７．その他  12,564  809

固定負債合計  1,101,012 12.0  3,049,396 18.4
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

負債合計  2,841,654 30.9  7,580,512 45.6

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  75,372 0.8  51,593 0.3

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 3,822,459 41.6  4,226,797 25.4

Ⅱ 資本剰余金  2,871,709 31.2  3,213,297 19.3

Ⅲ 利益剰余金  △26,780 △0.3  489,944 3.0

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
 △261,295 △2.8  887,347 5.3

Ⅴ 為替換算調整勘定  △116,174 △1.3  191,335 1.1

Ⅵ 自己株式 ※２ △6,561 △0.1  △9,316 △0.0

資本合計  6,283,356 68.3  8,999,405 54.1

負債、少数株主持分及び資

本合計 
 9,200,383 100.0  16,631,511 100.0
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②【連結損益計算書】 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  5,646,660 100.0  7,800,217 100.0

Ⅱ 売上原価  4,326,750 76.6  5,908,181 75.7

売上総利益  1,319,910 23.4  1,892,035 24.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．旅費交通費  84,820 109,320 

２．役員報酬  106,538 141,889 

３．給与手当  257,173 285,783 

４．支払手数料  159,586 216,389 

５．販売手数料  186,104 48,903 

６．研究開発費 ※１ 18,159 11,913 

７．その他  381,891 1,194,272 21.2 522,640 1,336,839 17.2

営業利益  125,637 2.2  555,196 7.1

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  3,248 22,229 

２．投資有価証券売却益  161,256 154,516 

３．為替差益  － 5,393 

４．連結調整勘定償却額  6,574 1,136 

５．その他  33,979 205,059 3.6 19,520 202,796 2.6

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  15,106 34,674 

２．新株発行費償却  4,805 2,805 

３．社債発行費償却  27,454 7,024 

４．その他  566 47,933 0.8 1,651 46,156 0.6

経常利益  282,763 5.0  711,836 9.1

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※２ － 72 

２．貸倒引当金戻入  820 820 0.0 － 72 0.0
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 ※３ － 16,000 

２．固定資産除却損 ※４ 51 4,122 

３．関係会社株式売却損  28,864 － 

４．移転費用  4,465 － 

５．内装工事費用  － 10,096 

６．その他  4,341 37,722 0.7 5,146 35,365 0.4

税金等調整前当期純利益  245,861 4.3  676,543 8.7

法人税、住民税及び事業税  13,464 172,706 

法人税等調整額  11,003 24,467 0.4 △14,837 157,868 2.1

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
 △25,657 △0.5  1,949 0.0

当期純利益  247,051 4.4  516,724 6.6
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③【連結剰余金計算書】 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   838,150  2,871,709 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．新株予約権付社債の予 

約権の行使による増加高 
 1,057,775  336,675  

２．増資による新株の発行  974,640  －  

３．新株予約権の行使によ 

る増加高 
 1,144 2,033,559 4,912 341,587 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,871,709  3,213,297 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △273,831  △26,780 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  247,051 247,051 516,724 516,724 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △26,780  489,944 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
   

税金等調整前当期純利

益 
 245,861 676,543 

減価償却費  202,287 353,149 

営業権償却  5,714 87,358 

販売権償却  50,005 50,005 

連結調整勘定償却額  8,089 13,528 

製品保証引当金の増減

額(△減少額) 
 6,784 △15,142 

退職給付引当金の増減

額(△減少額) 
 △546 △734 

受取利息及び受取配当

金 
 △3,434 △23,441 

支払利息  15,106 34,674 

新株発行費償却  4,805 2,805 

社債発行費償却  27,454 7,024 

投資有価証券売却益  △161,256 △154,516 

投資有価証券売却損  28,864 － 

有形固定資産売却益  － △72 

固定資産除却損  51 4,122 

前渡金の増減額(△増加

額) 
 △833,775 615,893 

預け金の増減額(△増加

額) 
 △572,040 576,238 

売上債権の増減額(△増

加額) 
 △655,098 △690,742 

仕入債務の増減額(△減

少額) 
 186,943 912,473 

たな卸資産の増減額(△

増加額) 
 △107,220 △251,162 

その他  △132,747 964,646 

小計  △1,684,152 3,162,652 

利息及び配当金の受取

額 
 3,561 23,538 

利息の支払額  △16,585 △ 36,944 

法人税等の支払額  △122,198 △ 86,676 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,819,375 3,062,570 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
   

有形固定資産の取得に

よる支出 
 △138,426 △73,292 

有形固定資産の売却に

よる収入 
 － 2,586 

無形固定資産の取得に

よる支出 
 △975,271 △1,294,095 

営業の譲受による支出 ※２ － △475,955 

投資有価証券の取得に

よる支出 
 △976,349 △4,269,969 

投資有価証券の売却に

よる収入 
 54,400 938,277 

関係会社株式の売却に

よる収入 
 20,000 － 

貸付金の回収による収

入 
 53,775 57,135 

貸付による支出  △57,135 － 

その他  △15,048 △19,259 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △2,034,055 △5,134,574 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
   

短期借入金の純増減額  395,000 922,500 

長期借入による収入  150,000 2,830,000 

長期借入の返済による

支出 
 △118,369 △257,882 

社債の発行による収入  777,538 － 

株式の発行による収入  1,977,410 67,754 

自己株式の取得による

支出 
 △6,316 △2,755 

少数株主への株式の発

行による収入 
 － 20,000 

その他  280 △68,924 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 3,175,544 3,510,693 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係

る換算差額 
 8,008 140,897 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増

減額（△減少額） 
 △669,878 1,579,586 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期

首残高 
 2,349,345 1,679,466 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期

末残高 
※１ 1,679,466 3,259,053 
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数  ６社 （１）連結子会社の数  ７社 

 ゼンテック・テクノロジー・インク 

ゼンテック・テクノロジー・シンガポ

ール・プライベート・リミテッド 

株式会社ジークス 

メガソリューション株式会社 

株式会社ゼン・ティーコム 

その他１社 

 なお、当連結会計年度において新たに

設立した会社（１社）について、連結の

範囲に含めております。 

ゼンテック・テクノロジー・インク 

ゼンテック・テクノロジー・シンガポ

ール・プライベート・リミテッド 

株式会社ジークス 

メガソリューション株式会社 

株式会社ゼン・ティーコム 

ソーマ・アジア・プライベート・リミ

テッド 

ゼンテック・インベストメント・プラ

イベート・リミテッド 

 なお、当連結会計年度において新たに

設立した会社（１社）について、連結の

範囲に含めております。 

 （２）主要な非連結子会社の名称等 （２）主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社             

  株式会社ウィンドウ  

 （連結の範囲から除いた理由）  

  非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、当期純利益（持分に見合う

額）及び利益準備金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のゼンテック・テクノロジ

ー・インクの決算日は、12月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

 連結子会社のゼンテック・テクノロジ

ー・シンガポール・プライベート・リミ

テッド、株式会社ジークス、メガソリュ

ーション株式会社及び株式会社ゼン・テ

ィーコムの決算日は３月31日であり、連

結決算日と一致しております。 

連結子会社のゼンテック・テクノロジ

ー・インクの決算日は、12月31日であり

ます。 

連結財務諸表の作成にあたっては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

連結子会社のゼンテック・テクノロジ

ー・シンガポール・プライベート・リミテ

ッド、株式会社ジークス、メガソリューシ

ョン株式会社、株式会社ゼン・ティーコム

ソーマ・アジア・プライベート・リミテッ

ド及びゼンテック・インベストメント・プ

ライベート・リミテッドの決算日は３月31

日であり、連結決算日と一致しておりま

す。 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 ａ 満期保有目的の債券 ａ         

 償却原価法（定額法）  

 ｂ その他有価証券 ｂ その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 商品 商品 

  移動平均法による原価法 同左 

 製品 製品 

          移動平均法による原価法 

 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

 原材料 原材料 

          移動平均法による原価法 

 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入原価法 同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 親会社及び国内連結子会社は定率

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ３～18年 

機械及び装置     10年 

器具備品     ３～15年 

 在外連結子会社は当該国の会計基準

の規定に基づく定額法を採用しており

ます。 

親会社及び国内連結子会社は定率

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ３～18年 

機械及び装置   ８～10年 

器具備品     ３～15年 

 在外連結子会社は当該国の会計基準

の規定に基づく定額法を採用しており

ます。 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 ソフトウェア ソフトウェア 

 ａ 自社利用目的 ａ 自社利用目的 

  社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

同左 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

20

 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 ｂ 市場販売目的 ｂ 市場販売目的 

  市場における見込販売数量又は見

込販売収益に基づく償却額と、残存

見積販売有効期間に基づく償却額と

のいずれか大きい金額を計上してお

ります。 

 見込販売有効期間はおおむね２～

３年であります。 

同左 

(3) 繰延資産の処理方法 創立費 創立費 

  商法施行規則に基づき５年で均等償却

しております。 

同左 

 新株発行費 新株発行費 

  商法施行規則に基づき３年で均等償却

しております。 

同左 

 社債発行費 社債発行費 

  商法施行規則に基づき３年で均等償却

しております。 

同左 

貸倒引当金 貸倒引当金 (4) 重要な引当金の計上基

準  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上することとしておりま

す。また、在外連結子会社は主として特

定の債権について回収不能見込額を計上

することとしております。 

同左 

 製品保証引当金 製品保証引当金 

 ソフトウェア製品の販売後における技

術サービス費用の支出に備えるため、発

生見込額を個別に見積もり計上しており

ます。 

             

 退職給付引当金 退職給付引当金 

  国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産に基づき、

計上しております。 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

在外子会社の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(6）重要なリース取引の処

理方法 

 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方

法  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。但し、為替予約のうち、振当処理

の要件を充たしている場合には、振当

処理を採用しております。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  為替予約取引 ヘッジ手段  同左 

 ヘッジ対象  外貨建債務 ヘッジ対象  同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  為替予約取引については外貨建取

引の為替相場の変動によるリスクを

ヘッジするために行っております。 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  外貨建予定取引（ヘッジ対象）とそ

の外貨建予定取引の為替リスクをヘ

ッジする為替予約（ヘッジ手段）とは

重要な条件が同一であり、ヘッジに高

い有効性があるため有効性の評価を

省略しております。 

同左 

消費税等の会計処理 同左 (8)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づ

いて作成しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の

高い容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

                 （固定資産の減損係る会計基準） 

           当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

 「前渡金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度における「前渡金」の金額は

39,828千円であります。 

 「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度における「未収入金」の金額は

52,100千円であります。 

 「繰延税金負債」は、前連結会計年度まで、固定負債

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 

 なお、前連結会計年度末の「繰延税金負債」は1,703

千円であります。 

  

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

 「販売手数料」は前連結会計年度まで販売費及び一般

管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、販

売費及び一般管理費の100分の10を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度における「販売手数料」の金額

は53,923千円であります。 

「前期損益修正損」は前連結会計年度まで特別損失の

「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の

100分の10を超えたため区分掲記載しております。 

なお、前連結会計年度における「前期損益修正損」の金

額は812千円であります。 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  「内装工事費用」は前連結会計年度まで特別損失の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の100

分の10を超えたため区分掲記載しております。 

なお、前連結会計年度における「内装工事費用」の金

額は3,248千円であります。 

   

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「前

渡金の増減額」は15,392千円であります。 

                          

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

※１．提出会社の発行済株式総数 ※１．提出会社の発行済株式総数 
 

普通株式 93,607.49株
  

 

普通株式 101,428.78株
  

※２．提出会社が保有する自己株式の数 ※２．提出会社が保有する自己株式の数 
 

普通株式 16.49株
  

 

普通株式 21.78株
  

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行ＵＦＪ銀行と当座貸越契約を締結している。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入金残高は次のとおりであります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行（みずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・あお

ぞら銀行）貸出コミットメント契約を締結するとと

もに、３行（三菱東京ＵＦＪ銀行・りそな銀行・東

京都民銀行）と当座貸越契約を締結している。 

   当連結会計年度末における貸出コミットメント契

約及び当座貸越契約に係る借入金残高は次のとおり

であります。 
  

当座貸越極度額 200,000千円

貸出実行残高 200,000千円

差引額 －
  

  
当座貸越極度額 

及び貸出コミット

メントの総額 

3,700,000千円

貸出実行残高 3,200,000千円

差引額 500,000千円
   

 ４．受取手形割引高 10,173千円
  

 

 ４．受取手形割引高 6,316千円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

18,159千円 11,913千円 

※２．       ────── ※２．固定資産売却益の内訳 

器具備品 72千円

合計 72千円 

※３．       ────── ※３．前期損益修正損の内訳 

前期売上修正 16,000千円

合計 16,000千円 

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 
  

その他有形固定資産 51千円

合計 51千円
  

  

建物 2,208千円

ソフトウェア 1,658千円

その他有形固定資産 256千円

合計 4,122千円
  

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）
  

現金及び預金 1,679,466千円

有価証券 －

現金及び現金同等物 1,679,466千円
  

  

現金及び預金 3,259,053千円

有価証券 －

現金及び現金同等物 3,259,053千円
  

※２．       ────── ※２．営業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な

内容 

 
  

売上債権 3,013千円

たな卸資産 27,914千円

前渡金 5,853千円

その他流動資産 6,394千円

有形固定資産 425,338千円

無形固定資産 21,276千円

資産合計 489,790千円

仕入債務 13,139千円

その他流動負債 695千円

負債合計 13,835千円

営業の譲受による支出 475,955千円
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

３. 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約

権の行使の内訳は次のとおりであります。 

３. 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約

権の行使の内訳は次のとおりであります。 
   

新株予約権の行使による資

本金増加額 
 

1,057,775千円

 
新株予約権の行使による資

本準備金増加額 
 

1,057,775千円

  
新株予約権の行使による新

株予約権付社債及び社債発

行差金の減少額等 
 

2,115,550千円

  

   
新株予約権の行使による資

本金増加額 
 

336,675千円

 
新株予約権の行使による資

本準備金増加額 
 

336,675千円

  
新株予約権の行使による新

株予約権付社債及び社債発

行差金の減少額等 
 

673,350千円

   
（リース取引関係） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

その他（器具

備品） 
3,150 350 2,800 

ソフトウェア 11,000 4,759 6,240 

合 計 14,150 5,110 9,040 
  

  

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

その他（器具

備品） 
16,133 5,727 10,405 

ソフトウェア 11,000 6,959 4,040 

合 計 27,133 12,687 14,445 
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 3,240千円 

１年超 6,303千円 

合計 9,544千円 
  

  

１年以内 7,694千円 

１年超 7,391千円 

合計 15,085千円 
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 2,822千円 

減価償却費相当額 2,550千円 

支払利息相当額 367千円 
  

  

支払リース料 8,082千円 

減価償却費相当額 7,577千円 

支払利息相当額 640千円 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

同左 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成 17 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 102,959 106,833 3,874連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 小計 102,959 106,833 3,874

株式 649,877 389,136 △260,741連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 小計 649,877 389,136 △260,741

合計 752,836 495,969 △256,867

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

636,971 161,256 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 543,051 

 

 

当連結会計年度（平成 18 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,713,138 2,741,913 1,028,775連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 小計 1,713,138 2,741,913 1,028,775

株式 － － －連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 小計 － － －

合計 1,713,138 2,741,913 1,028,775

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

491,426 154,516 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 3,079,316 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

１．取引の状況に関する事項 

当社グループは、通常の営業過程における輸入取引に係わる為替変動リスクを軽減するため、為替予

約取引を行っており、投機目的のためのデリバティブ取引は行っておりません。契約先は、いずれも信

用度の高い国内の銀行であるため、相手先の不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

 ヘッジ会計の方法 

(１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為替予約のうち、振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を採用しております。 

(２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約取引 

ヘッジ対象 外貨建債務 

(３）ヘッジ方針 

為替予約取引については、外貨建取引の為替相場の変動によるリスクをヘッジするために行っ

ております。 

       （４）ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建予定取引（ヘッジ対象）とその外貨建予定取引の為替リスクをヘッジする為替予約（ヘ

ッジ手段）とは重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため有効性の評価を省略し

ております。 

 

     ２．取引の時価等に関する事項 

       平成 17 年３月 31 日現在の取引残高はありません。 

  （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 １．取引の状況に関する事項 

当社グループは、通常の営業過程における輸入取引に係わる為替変動リスクを軽減するため、為替予

約取引を行っており、投機目的のためのデリバティブ取引は行っておりません。契約先は、いずれも信

用度の高い国内の銀行であるため、相手先の不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

 ヘッジ会計の方法 

(１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。但し、為替予約のうち、振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を採用しております。 

(２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約取引 

ヘッジ対象 外貨建債務 

(３）ヘッジ方針 

為替予約取引については、外貨建取引の為替相場の変動によるリスクをヘッジするために行っ

ております。 

       （４）ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建予定取引（ヘッジ対象）とその外貨建予定取引の為替リスクをヘッジする為替予約（ヘ

ッジ手段）とは重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため有効性の評価を省略し

ております。 

 

     ２．取引の時価等に関する事項 

       平成 18 年３月 31 日現在の取引残高はありません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、退職一時金制

度の枠内で大阪商工会議所特定退職金積立金制度に加入しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △6,186 △5,831 

(2) 年金資産（千円） 2,276 2,656 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △3,909 △3,175 

(4) 連結貸借対照表計上額純額 （千円） △3,909 △3,175 

(5) 退職給付引当金 （千円） △3,909 △3,175 

 国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 

前連結会計年度 

（自平成16年４月１日 

 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自平成17年４月１日 

 至平成18年３月31日）

(1) 勤務費用（千円） 2,310 1,665 

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額（千円） － － 

(3) 退職給付費用(1)＋(2)（千円） 2,310 1,665 

 なお、国内連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 国内連結子会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  

（繰延税金資産） 

連結会社間内部利益消去 915千円

繰越欠損金 17,823千円

ソフトウェア 8,402千円

退職給付引当金 1,590千円

未払事業税 7,721千円

一括償却資産 260千円

製品保証引当金繰入額 1,611千円

その他 2,901千円

繰延税金資産小計 41,227千円

評価性引当金 △32,642千円

繰延税金資産合計 8,584千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 1,352千円

その他 350千円

繰延税金負債合計 1,703千円

繰延税金資産の純額 6,881千円
  

  

（繰延税金資産） 

未払事業税 11,178千円

ソフトウェア 5,430千円

退職給付引当金 1,292千円

減価償却超過額 5,026千円

一括償却資産 128千円

連結会社間内部利益 21千円

その他 529千円

繰延税金資産小計 23,606千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計 23,606千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 340,120千円

その他 350千円

繰延税金負債合計 340,471千円

繰延税金負債の純額 316,864千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.7％

（調 整）  

住民税均等割 3.1 

交際費の損金不算入額 2.8 

未払事業税 3.1 

ソフトウェア 3.4 

製品保証引当金繰入額 0.7 

退職給付引当金 0.6 

評価性引当額減少 △46.1 

その他 1.7 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
10.0％

  

 

法定実効税率 40.7％

（調 整）  

住民税均等割 1.2 

交際費の損金不算入額 0.5 

税率差異 △0.1 

海外子会社税率差異 △17.4 

連結調整勘定償却額 2.3 

評価性引当額減少 △5.2 

その他 1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
23.3％
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 

デジタル 

家電事業 

（千円） 

モバイル 

関連事業 

（千円） 

ネットワー

ク関連事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 3,701,176 928,726 1,016,757 5,646,660 － 5,646,660

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
126,253 － 32,728 158,981 △158,981 －

計 3,827,429 928,726 1,049,485 5,805,642 △158,981 5,646,660

営業費用 3,646,310 907,441 1,012,979 5,566,731 △45,708 5,521,023

営業利益 181,118 21,285 36,506 238,910 △113,272 125,637

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 

  資産 7,247,175 1,069,616 1,471,941 9,788,734 △588,350 9,200,383

  減価償却費 175,131 56,206 27,278 258,616 △609 258,007

  資本的支出 1,019,536 169,551 51,495 1,240,584 △7,095 1,233,489

 （注）１．事業区分の方法 

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

事業区分 主要商品 

デジタル家電事業 デジタルＴＶソフトウェア関連、ハードウェア(デジタルＴＶ

モジュール、ＩＰ・ＳＴＢ、Zyyx-TV、ThinClient)、デジタ

ルＱＡ 

モバイル関連事業 携帯(携帯エミュレータ、携帯アプリ)、カーナビ、携帯ＱＡ

ネットワーク関連事業 ブロードバンド無線機器、セキュリティ、ネットワーク、 

ＮＡＳ/ＲＡＩＤ 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 103,641 千円であり、その主な

ものは管理本部に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、893,154 千円であり、その主なものは親

会社での余裕資金及び管理本部に係る資産であります。 

 

（事業区分の変更） 
当社グループは、前連結会計年度まで単一のセグメント区分として、事業の種類別セグメント情報を省略し

ておりましたが、当連結会計年度における「デジタル家電事業」において、ハードウェアを含むモジュール化

製品の販売に係る比重が増加し、ソフトウェア開発を中心とする「モバイル関連事業」と区分して開示した方

が事業内容をより的確に開示することができると判断したこと、また、ブロードバンド無線機器の販売を中心

とする「ネットワーク関連事業」の重要性が増加し、これらに対応した社内管理体制も整備されたことから、

当連結会計年度より製品の系列などを考慮して「デジタル家電事業」、「モバイル関連事業」、「ネットワーク関

連事業」の３区分によりセグメント情報を作成しております。 
なお、当連結会計年度の事業区分によった場合の前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとお

りであります。 
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デジタル 

家電事業 

（千円） 

モバイル 

関連事業 

（千円） 

ネットワー

ク関連事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 1,293,956 831,132 523,957 2,649,045 － 2,649,045

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － －

計 1,293,956 831,132 523,957 2,649,045 － 2,649,045

営業費用 874,981 941,326 602,106 2,418,414 101,305 2,519,719

営業利益又は損失(△) 418,975 △110,194 △78,149 230,631 △101,305 129,326

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 

  資産 3,862,018 580,125 626,986 5,069,130 389,521 5,458,651

  減価償却費 40,277 82,467 10,313 133,058 △1,357 131,700

  資本的支出 810,527 15,354 1,553 827,436 － 827,436

 （注）１．事業区分の方法 
  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
２．区分に属する主要な商品 

事業区分 主要商品 
デジタル家電事業 デジタルＴＶソフトウェア関連、ハードウェア(デジタルＴＶ

モジュール、ＩＰ・ＳＴＢ、Zyyx-TV、ThinClient)、デジタ

ルＱＡ 
モバイル関連事業 携帯(携帯エミュレータ、携帯アプリ)、カーナビ、携帯ＱＡ 

ネットワーク関連事業 ブロードバンド無線機器、セキュリティ、ネットワーク、 

ＮＡＳ/ＲＡＩＤ 
３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 101,335 千円であり、その主な

ものは管理本部に係る費用であります。 
４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,859,444 千円であり、その主なものは

親会社での余裕資金及び管理本部に係る資産であります。 
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当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 

デジタル 

家電事業 

（千円） 

モバイル

関連 

事業 

（千円）

ネットワ

ーク関連

事業 

（千円）

戦略的 

投資事業

その他 

（千円）

計 

（千円） 

消去又は

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する

売上高 
5,111,842 714,800 1,898,831 74,742 7,800,217 － 7,800,217

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

677 13,167 169,857 － 183,702 △183,702 －

計 5,112,520 727,967 2,068,689 74,742 7,983,920 △183,702 7,800,217

営業費用 4,575,551 696,712 2,090,740 5,075 7,368,079 △123,058 7,245,021

営業利益又は 

損失（△） 
536,968 31,255 △22,051 69,667 615,840 △60,644 555,196

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
   

  資産 5,934,820 735,025 2,198,922 7,193,994 16,062,762 568,748 16,631,511

  減価償却費 256,690 50,917 42,953 1,293 351,855 1,293 353,149

  資本的支出 1,418,080 25,786 387,114 3,700 1,834,682 3,700 1,838,382

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。なお、当連結会計年度よりデジタ

ル家電・モバイル関連・ネットワーク関連の戦略３事業に対し、その価値創造性をさらに高めることを

目的とした「戦略的投資」の実行主体としてＺＩＰを設立し、既に投資含み益の蓄積やアドバイザリー

収入の獲得といった成果を挙げてきていることから、「戦略的投資事業」を新規セグメントとして追加

いたしました。 

２．各区分に属する主要な商品 

事業区分 主要商品 

デジタル家電事業 デジタルＴＶソフトウェア関連、ハードウェア(デジタルＴＶ

モジュール、ＩＰ・ＳＴＢ、Zyyx-TV、ThinClient)、デジタル

ＱＡ 

モバイル関連事業 携帯(携帯エミュレータ、携帯アプリ)、カーナビ、携帯ＱＡ 

ネットワーク関連事業 ブロードバンド無線機器、セキュリティ、ネットワーク、 

ＮＡＳ/ＲＡＩＤ 

戦略的投資事業 アドバイザリー 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 220,311 千円であり、その主な

ものは管理本部に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、598,861 千円であり、その主なものは親

会社での余裕資金及び管理本部に係る資産であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 4,984,530 67,104 595,025 5,646,660 － 5,646,660

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
129,129 223,510 1,857 354,496 △354,496 －

計 5,113,659 290,614 596,882 6,001,157 △354,496 5,646,660

営業費用 4,857,330 340,751 573,001 5,771,083 △250,060 5,521,023

営業利益又は損失（△） 256,328 △50,136 23,881 230,073 △104,435 125,637

Ⅱ 資産 8,662,718 1,499,214 1,459,244 11,621,177 △2,420,793 9,200,383

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国 

北米………米国 

アジア……シンガポール 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 103,641 千円の主なものは、親会社の

管理部門にかかる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 893,154 千円の主なものは、親会社での余資運用資

金及び管理本部の資産であります。 

５．前連結会計年度において「その他の地域」と表示しておりました「アジア」については、当連結会計年

度において売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）及び資産の合計額が全セグメントの

売上高及び資産の合計額に占める割合が 10％を超えたため区分掲記しております。 

 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 5,792,560 72,306 1,935,350 7,800,217 － 7,800,217

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
22,205 360,937 54,921 438,064 △438,064 －

計 5,814,765 433,243 1,990,272 8,238,281 △438,064 7,800,217

営業費用 5,325,340 352,561 1,981,433 7,659,335 △414,314 7,245,021

営業利益 489,425 80,681 8,839 578,946 △23,749 555,196

Ⅱ 資産 8,760,113 1,559,075 5,743,572 16,062,762 568,748 16,631,511

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国 

北米………米国 

アジア……シンガポール 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 220,311 千円の主なものは、親会社の

管理部門にかかる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 598,861 千円の主なものは、親会社での余資運用資

金及び管理本部の資産であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 144,788 923,757 1,068,545 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 5,646,660 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.6 16.3 18.9 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国 

北米………米国 

アジア………韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 512,343 2,540,522 788,253 3,841,118

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 7,800,217

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.5 32.6 10.1 49.2

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国 

北米………米国 

アジア………韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム等 

その他の地域………アラブ首長国連邦、ナイジェリア、ドイツ、フィンランド等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 
  

１株当たり純資産額 67,136円33銭

１株当たり当期純利益 3,011円67銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
2,481円73銭

  

  

１株当たり純資産額 88,745円41銭

１株当たり当期純利益 5,331円41銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
4,715円25銭

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 247,051 516,724 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 247,051 516,724 

期中平均株式数（株） 82,031 96,921 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） △987 － 

 （うち転換社債） （ △987） （   －）

普通株式増加額（株） 17,119 12,665 

 （うち転換社債） （ 1,281） （    －）

 （うちストックオプション）  （15,838） （12,665）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の目的となる株式の

数50株） 

新株予約権付社債１種類 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（新株予約権の付与）                  

平成17年６月28日開催の定時株主総会及び平成17年５月

18日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の役

員、従業員、および社外協力者の意欲・志気を高め、ま

た優秀な人材を確保するため、商法第280条の20及び第

280条の21の規定に基づき、以下の要領によりストックオ

プションとして新株予約権を発行することを決議いたし

ました。 

 

(1）新株予約権の割当を受ける者  

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員およ

び社外協力者 

 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数  

 当社普通株式2,500株を上限とする。  

(3）新株予約権の発行価額  

 無償とする。  

(4）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額  

 各新株予約権の行使により発行または移転する株式

１株当りの払込金額（以下「行使価額」という。）は、

以下のとおりとする。 

 新株予約権発行の日の前10営業日（終値のない日を

除く。）の各日における大阪証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の単純平均に1.05を乗じた

金額とし、これにより生じた１円未満の端数は切り上

げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値

（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、当該終値とする。 

 

(5) 新株予約権の権利行使期間  

 新株予約権発行日から10年を経過する日までの範囲

内で、当社取締役会において決定する。 
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５【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

デジタル家電事業（千円） 441,259 104.9 

モバイル関連事業（千円） 518,100 78.7 

ネットワーク関連事業（千円） 89,966 115.8 

戦略的投資事業（千円） － － 

合計（千円） 1,049,326 90.7 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は製造原価によっております。 

３．戦略的投資事業は、当連結会計年度より新規セグメントとして追加したため、前連結会計年度比は記載

しておりません。  

 

(2) 仕入実績 

 当連結会計年度の仕入状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

デジタル家電事業（千円） 3,067,894 111.1 

モバイル関連事業（千円） 740 6.1 

ネットワーク関連事業（千円） 1,811,640 211.8 

戦略的投資事業（千円） － － 

合計（千円） 4,880,275 134.5 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．戦略的投資事業は、当連結会計年度より新規セグメントとして追加したため、前連結会計年度比は記載

しておりません。  

 

(3) 受注実績 

 当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 
受注高 

(千円) 

前年同期比

（％） 

受注残高 

（千円） 
前年同期比（％）

デジタル家電事業（千円） 6,299,576 137.7 2,741,164 176.5 

モバイル関連事業（千円） 705,212 81.5 283,723 96.7 

ネットワーク関連事業（千円） 3,104,789 290.6 1,318,859 1,168.2 

戦略的投資事業（千円） 74,742 － － － 

合計（千円） 10,184,321 156.5 4,343,747 221.7 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．戦略的投資事業は、当連結会計年度より新規セグメントとして追加したため、前連結会計年度比は記載し

ておりません。  
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(4) 販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

デジタル家電事業（千円） 5,111,842 138.1 

モバイル関連事業（千円） 714,800 77.0 

ネットワーク関連事業（千円） 1,898,831 186.8 

戦略的投資事業（千円） 74,742 － 

合計（千円） 7,800,217 138.1 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．戦略的投資事業は、当連結会計年度より新規セグメントとして追加したため、前連結会計年度比は記載

しておりません。 

３． 近２連結会計年度の売上総額に対する割合が 100 分の 10 以上の相手先別の販売実績及び当該販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ユナイテッド・パワー㈱ 2,009,873 35.6 － － 

㈱ネオ・インデックス － － 850,687 10.9 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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