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平成19年３月期  決算短信 
平成19年5月18日 

上場会社名        株式会社 リアルビジョン      上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 
コード番 号         6786                           ＵＲＬ   http://www.realvision.co.jp 
代 表 者 代表取締役社長 杉山 尚志 
問合せ先責任者 取締役管理部長 三須 貴夫              ＴＥＬ （045）473－7331 
定時株主総会開催予定日   平成19年6月26日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年6月26日 

（百万円未満四捨五入） 

１．19年3月期の連結業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
（1）連結経営成績                                                （％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 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2,829 7.3 114 － 133 － △394 －
 
19年3月期 
18年3月期 2,637 35.8 △476 － △414 － △1,277 －

 

 
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

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

円 銭 円 銭

△9,566 04 －
 
19年3月期 
18年3月期 △31,416 10 －

％

△11.9
△31.5

％ 
2.4 

△7.6 

％

4.0
△18.0

（参考）持分法投資損益   19年3月期  －百万円 18年3月期 －百万円 
 
(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 

円 銭

76,006 96

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円 

5,272 
5,643 

百万円

3,226 
3,602 

％ 

59.4 
62.0 84,943 78

（参考）自己資本 19年3月期 3,130百万円 18年3月期 3,498百万円 

 
(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

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円 

393 
△994 

百万円

△15 
△1,025 

百万円 

－ 
1,794 

百万円

2,557 
2,178 

 

２．配当の状況 
 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金 
総額 

（年間）

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結）

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 －  － 0 00 － － － 

19年3月期 －  － 0 00 － － － 

20年3月期（予想） －  － 0 00 － － － 

 
３．20年3月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中間期 1,250 △17.9 △150 - △150 - △155 - △3,763 41
通 期 3,500 23.7 140 22.8 150 12.8 100 - 2,428 01
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４．その他 

（1）期中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）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（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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更      有 

② ①以外の変更                有 

（注）詳細は、26ページの「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」及び39、42ページの「会計処理の

変更」をご覧ください。 

（3）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)   19年3月期  41,187.30株  18年3月期   41,187.30株 

②期末自己株式数   19年3月期   1.30株  18年3月期   1.30株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 

 
１．19年3月期の個別業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
（1）個別経営成績                                                （％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 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2,276 8.9 148 － 166 － △370 －
 
19年3月期 
18年3月期 2,090 7.9 △299 － △241 － △1,256 －

 

 
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 

円 銭 円 銭

△8,992 87 －
 
19年3月期 
18年3月期 △30,910 95 －

 
(2)個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
円 銭

77,112 54

 
19年3月期 
18年3月期 

百万円 

5,005 
5,452 

百万円

3,176 
3,521 

％ 

63.5 
64.6 85,501 11

（参考）自己資本 19年3月期 3,176百万円 18年3月期 3,521百万円 

 
２．20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中間期 600 △55.3 △150 - △150 - △155 - △3,763 41
通  期 1,500 △34.1 50 △66.2 55 △66.9 50 - 1,214 00

 
※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざま
な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全
面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
なお、上記予想に関する事項については、5ページ「次期の見通し」を参照ください。 
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Ⅱ．定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

当期の経営環境につき、国内は、好調な企業業績や民間設備投資の増加を背景に、個人消費も堅調に

推移し、緩やかな景気拡大が継続いたしました。世界的には、米国経済が住宅市場の調整等より減速懸

念があるものの、欧州経済は個人消費が拡大し堅調に推移し、中国やインドをはじめとする新興国経済

も順調に成長いたしました。 

一方、エレクトロニクス業界においては、デジタル家電の需要が順調に拡大しておりますが、価格下

落が継続し、厳しい企業間競争が続いております。エレクトロニクス業界に属する企業は各社とも選択

と集中を進めておりますが、選択と集中のスピード等により、業績の格差が拡大しております。 

このような状況下、当社グループは、以下のように活動してまいりました。 

 

①グラフィックス関連 

グラフィックス関連では、高解像度LCDコントローラ及びアミューズメント表示コントローラの２分野

にフォーカスしております。前期に事業を縮小した放送グラフィックスは既存製品の販売を行いました。

当期は、アミューズメント表示コントローラの販売が好調だった為、グラフィックス関連の売上高につ

き1,437,228千円と前年同期比19.5％の増収となりました。各分野別の活動状況は次のとおりです。 

1）高解像度LCDコントローラ 

従来の読影用医療機器向けグラフィックスボードの販売が堅調に推移する一方、新たな用途として航

空管制向けグラフィックスボードを開発し、販売を開始いたしました。また、医療画像は、読影用（胸

部Ｘ線の画像を診断する等）と参照用（電子カルテ、インフォームドコンセント〔医師から患者への説

明〕及び先端医療機器であるCTやPETデータを3D画像化する等）に分けられますが、当社は、参照用の市

場に対応する製品として、参照用医療機器向けグラフィックスボードと参照用医療モニター･ソリュー

ションの開発を行いました。参照用医療機器向けグラフィックスボードは、台湾のXGI Technology Inc.

と提携し、新しいパソコンのインターフェイスであるPCI-Expressをサポートし、医療画像を高解像度で

高速に3D表示することができます。参照用医療モニター･ソリューションは、当社が新たに開発したFVT

（Fine View Technology）を活用し、汎用液晶モニター（PC等に使用される液晶モニター）で参照用の

医療画像グレードを実現し、低価格で参照用医療画像システムを提供するものであります。2つの新製品

は来期より販売を本格化いたします。 

2）アミューズメント表示コントローラ 

当社遊技機器向けグラフィックスLSIにつき、売上高は前年同期比約1.5倍と順調に伸長いたしました。

また、従来の3Dアニメーション（オリジナルキャラクターやアニメのキャラクター等によるコンテン

ツ）の高速版の製品と3Dムービー（ドラマや人気歌手等の実写に3Dキャラクター等を合成したコンテン

ツ）に対応する製品の開発を進めました。さらに、当社遊技機器向けグラフィックスLSIの性能・機能を

大限に引き出し、かつ、 適な価格で提供する為、当該グラフィックスLSIを核としたモジュール及び

ボード製品の開発も進めました。 

3）放送グラフィックス 

前期に事業を縮小しており、既存顧客に対するリピート販売が中心であります。なお、当期において、

放送グラフィックスについての新たな研究開発は行っておりません。 

 

②部材関連 

液晶関連等の部材の販売について、当期の売上高は843,698千円と前年同期比6.4％の減収となりまし

た。 

 

③ターンキーサービス関連 

ターンキーサービス関連は、台湾の子会社MacroTech Semiconductor Corporation（以下、MacroTech

社）が行っております。当期においては、日本、中国及び韓国等アジアを中心に顧客を開拓する一方、

下期には量産製品の出荷がはじまりました。売上高については、547,842千円と前年同期比3.0％の増収

となりました。 
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④韓国のWIDE Corp.（以下、WIDE社）の子会社化について 

当社は、平成19年5月に、韓国のWIDE社を子会社化いたしました。WIDE社は、1999年12月にサムスン

グループ出身者が設立した医療機器及び航空管制等の産業用液晶モニター事業を中心とする会社で、こ

れまで培った液晶技術を応用し、新事業として素材事業を推進してまいりました。当社は、平成13年11

月より同社に医療機器向けグラフィックスボードの販売を開始し、主に医療分野で連携を深耕させ、平

成17年12月に同社の筆頭株主（平成19年3月31日現在出資比率:13.5％）になっております。WIDE社の平

成18年12月期決算において、新事業の素材事業から撤退し、あらためて産業用液晶モニター事業に同社

の経営資源を集中させることになり、当該素材事業撤退に伴う特別損失が発生いたしました。WIDE社の

産業用液晶モニター事業は、当社のグラフィックス関連と同様に、大手企業が激しい競争をしているテ

レビ及びPC等の商業用途は避け、高い技術力と高付加価値を生み出す産業用にフォーカスしており、既

に医療分野で基盤を確立し、現在、航空管制分野に進出している他、船舶及びDTP（印刷関連）等への展

開を計画しております。また、当社が画像処理を行うグラフィックス･サブシステム（グラフィックス

LSI、基本ソフト〔ドライバ、ライブラリ〕並びにボード）、一方、WIDE社が画像表示を行う液晶モニ

ター、と産業用グラフィックスシステムとして両社の補完関係は強く、今般、当社はWIDE社に追加出資

を行い、同社の財務基盤を強固にすると同時に同社を子会社化（平成19年5月18日現在出資比率：約

45.0％）いたしました。今後、産業用グラフィックスシステムとして両社一体となり、事業展開を図っ

てまいります。 

 

以上、当連結会計年度の業績につき、連結売上高は2,828,769千円と前年同期比7.3％の増収になりま

した。中でも売上総利益率の高いグラフィックス関連の売上高が増加する一方で、放送グラフィックス

の縮小により研究開発費が185,590千円（前年同期比59.3％減）に大幅に減少したこと等により、販売費

及び一般管理費が618,261千円（前年同期比45.5％減）に大幅に削減され、営業利益は113,593千円と黒

字化（前年同期:営業損失475,718千円）し、経常利益133,137千円（前年同期:経常損失414,369千円）と

大幅に業績が改善いたしました。なお、前述のようにWIDE社の素材事業撤退に伴う特別損失の発生に伴

い、これまで同社に出資した株式等につき投資損失引当金として535,320千円を計上することといたしま

した。WIDE社の産業用液晶モニター事業は医療分野を中心に事業基盤が確立されており、かつ、当社子

会社となることによる相乗効果により、同社の業績の回復は期待できるものの、一定の期間が必要なこ

とにより、財政の健全性を考慮し当該引当金を計上するものであります。以上の結果、当期純損失

393,986千円（前年同期:当期純損失1,276,781千円）を計上いたしました。 

 

（参考）部門別売上高 
前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

 

金額 構成比 金額 構成比 

対前年増減率 

 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ関 連 

百万円 

1,203 

％

45.6

百万円

1,437

％ 

50.8 

％

19.5

部 材 関 連 901 34.2 844 29.8 △6.4

ﾀｰﾝｷｰｻｰﾋﾞｽ関連 532 20.2 548 19.4 3.0

そ  の  他 1 0.0 － － －

合 計 2,637 100.0 2,829 100.0 7.3

（注）１．上記金額は消費税等を含んでおりません。 

２．上記金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。 
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（次期の見通し） 

当社グループは、これまでグラフィックス関連の2分野として、高解像度LCDコントローラ事業、ア

ミューズメント表示コントローラ事業を主な業務としておりましたが、WIDE社の子会社化に伴い、WIDE

社の産業用液晶モニター事業と高解像度LCDコントローラ事業をあわせ「産業用グラフィックスシステム

事業」とし、アミューズメント表示コントローラ事業についてもグラフィックスLSIとCPU及びメモリー

等とのモジュール化を進めていることから「アミューズメント事業」に当該2分野の名称を変更いたしま

す。 

①グラフィックス関連の売上は、以下の活動により、3,000百万円と当期比108.8％の大幅な増収を計画

しております。 

産業用グラフィックスシステム事業について、医療分野でWIDE社と連携し医療画像システムとして売

上を伸長させる他、航空管制、船舶等の新規分野を積極的に開拓してまいります。なお、WIDE社につき

ましては、平成19年5月に子会社化したため、次期第2四半期より連結される予定です。 

アミューズメント事業について、平成19年6月に予定されている新規則対応のパチスロ遊技機器への入

替需要に対応する遊技機器向けグラフィックスLSIについては当期に販売済みであり、次期上期まで当社

グラフィックスLSIの販売は低調に推移する見込みです。しかしながら、大手遊技機器メーカーが当社グ

ラフィックスLSIを搭載した遊技機器の開発を進めており、次期下期は当該遊技機器向けにグラフィック

スLSIの販売を予定しております。また、グラフィックスLSIの販売に加え、グラフィックスLSIとCPU及

びメモリー等とのモジュール販売を下期に開始することを計画しております。 

なお、放送グラフィックス事業については、既存製品の販売を継続いたします。 

 

②部材関連の売上は、300百万円と当期比64.5％の減収を計画しております。 

 WIDE社の子会社化で、同社に販売していた液晶パネルの売上が連結により相殺される為、部材関連の

売上は、大幅な減収となります。 

 

③ターンキーサービス関連の売上は、200百万円と当期比63.5％の減収を計画しております。 

当社グループとして、グラフィックス関連に経営資源を集中させる為、MacroTech社について営業権譲

渡等を行うことを計画しており、ターンキーサービス関連につきましては、縮小させる方針であります。 

 

なお、平成19年8月に本社の移転を計画し、WIDE社も次期第2四半期においては撤退した素材事業の

終整理に費用がかかる為、中間期連結業績の見通しにつきましては、売上高1,250百万円、経常損失150

百万円、当期純損失155百万円を予想しております。しかしながら、次期下期以降、WIDE社連結の効果及

びアミューズメント事業の遊技機器向けグラフィックスLSIの販売の回復等が見込まれ、通期連結業績の

見通しにつきましては、売上高3,500百万円、経常利益150百万円、当期純利益100百万円を予想しており

ます。 

 

 ※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社において判断したものであります。

予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますの

で、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。 

弊社は今までどおり、四半期決算にて業績の開示を行ってまいります。また、業績の予想につきまし

ても随時見直しを行い、開示ルールにしたがって、公表していく所存です。 

 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当期の資産につきまして、流動資産は、4,206,813千円（前年同期比191,981千円増）となりました。

これは主として、有価証券が449,958千円減少する一方で現金及び預金が828,693千円増加したことに

よるものです。固定資産は、1,065,015千円（同562,810千円減）となりました。これは主として、投

資損失引当金として535,320千円を計上したことによるものです。この結果、資産は5,271,829千円

（同370,828千円減）となりました。 
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 負債につきまして、流動負債は、270,285千円（同8,414千円減）となりました。固定負債は、

1,775,524千円（同13,615千円増）となりました。この結果、負債は2,045,810千円（同5,201千円増）

となりました。 

 純資産につきましては、3,226,018千円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金）については、以下の活動により、前連

結会計年度末と比べ378,735千円増加し、2,556,964千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は393,087千円となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純損失として402,063千円計上しましたが、投資損失引当金の増加

535,320千円、売上債権の減少34,596千円及びたな卸資産の減少63,123千円等の増加要因によるもので

す。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は14,779千円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得13,837千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） 

財務活動によるキャッシュ・フローへの影響は、当連結会計年度についてはありませんでした。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率(％) 97.2 96.3 86.7 62.0 59.4

時価ベースの自己資本比率 59.3 137.9 87.3 78.1 49.2

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率(％) 

－ － － － －

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍） 

－ － － － －

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）当社は有利子負債及び利払いが無いため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ

レスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。利益配当につきまして

は、企業体質の強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、内部留保を充実させることを勘案しな

がら、各期の業績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。 

現在、グラフィックス関連の市場が急速に拡大しておりますが、競合他社との競争は激しく、当社

といたしましては、当面、研究開発を重視すると共に、海外進出・事業提携等、積極的に事業展開を

行うため、内部留保に重点を置き、将来的な株主価値の向上を目指していく所存であります。 
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（4）事業等のリスク 

以下に、当社の企業集団の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しております。 

また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の

投資判断上重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示してお

ります。当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の

対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記

載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。 

 

 なお、(*)表記がある用語につきましては、末尾の用語集において解説しておりますのでご参照ください。 

 

①当社の事業戦略及びそれに伴うリスクについて 

当社の企業集団は、グラフィックスLSI(*1)及びグラフィックスボード(*2)の開発・販売とターンキー

サービスを主業務とするファブレスメーカー(*3)であります。 

当社の企業集団は、システムLSI技術(*4)をベースに主要事業領域をグラフィックス分野に置き、設立

以来、「点から面へ」という事業戦略をとっております。すなわち、ハイエンドグラフィックスLSIの開

発で培ったシステムLSI化技術をさらに高めていくという「点戦略」を進め、これを核として「面戦略」、

すなわち、市場の成長が期待できる特定用途向けグラフィックス分野へ進出し、当該特定用途に対応す

るグラフィックスLSI、基本ソフト（ドライバ、ライブラリ）並びにボードを開発し、グラフィックス・

サブシステム（*5）・レベル（複合製品）で製品供給を行い、付加価値を高める方針であります。なお、

平成19年5月に韓国の産業用液晶モニターメーカーであるWIDE社を子会社化する一方で、子会社の

MacroTech社については、ターンキーサービスを縮小させ、台湾におけるグラフィックス関連製品の製造

管理と販売に注力する方針であります。今後、グラフィックス関連により経営資源を集中させ、WIDE社

と一体となり、医療機器、航空管制等産業用のグラフィックスシステムに事業を展開させていく方針で

あります。 

 

1）グラフィックス関連について 

ａ）グラフィックスLSIについて（点戦略） 

グラフィックス市場は競合が激しく、グラフィックスLSI技術の進歩も急速に進んでおります。新たな

アーキテクチャのLSI化に加え、半導体プロセスの進化に伴い、ジオメトリ（*7）処理及びレンダリング

（*8）処理等を行うLSIの高速化がさらに進むと同時に、グラフィックス以外の機能と１チップにシステ

ムLSI化することが可能になると予想しております。このような急速な技術革新に対応するには、優秀で

経験豊富なシステムLSI開発技術者を確保することが極めて重要でありますが、優秀な技術者の確保等が

十分に行うことができず技術面での優位性が保てなくなった場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそ

れがあります。また、他社との技術提携等を迅速に行うことも重要と考えており、技術提携等の交渉が

不調となった場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。一方、前述のように当社はグラ

フィックス・サブシステム・レベルでの製品展開を進めておりますが、当社独自のグラフィックスLSIは、

当該製品の差別化の核になると認識しており、今後も、独自のグラフィックスLSIの開発を継続していく

方針であります。独自のグラフィックスLSIの開発は、 先端の分野であるため開発コストの負担も重く、

当該グラフィックスLSIを搭載したグラフィックスボード等が、当初計画より売上があがらず開発コスト

の回収等ができなくなった場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

ｂ）特定用途向けのグラフィックス分野について（面戦略） 

特定用途向けのグラフィックス分野へ事業展開を図るには、特定用途ごとに個別仕様が必要であるた

め、それぞれの分野に精通した有力企業との提携等を行い、開発を進めることが重要になります。これ

まで、医療機器及び遊技機器の各分野の有力企業と提携等を行い、開発を進めてまいりました。当該企

業との提携に支障が生じた場合、また、今後、さらに別の特定用途へ事業を拡大するとき、当該特定用

途における有力企業との提携が進まなかった場合、当社事業計画の変更が迫られるおそれがあり、当社

業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。一方、付加価値を追求するため、グラフィックス・サブ

システムでの製品供給を進めておりますが、グラフィックスLSI、ボード等ハードとドライバ、ライブラ

リ等ソフトウェアの複合製品の量産を行うには、品質管理等を含め量産体制を強化することが重要にな



 

（株）リアルビジョン（6786） 平成19年３月期決算短信 

 

 8

ります。量産体制の強化が遅れた場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

c）産業用グラフィックスシステムへの展開について 

当社は、平成19年5月にWIDE社を子会社にいたしました。WIDE社は、1999年12月にサムスングループ出

身者が設立した医療機器及び航空管制等の産業用液晶モニター事業の会社であります。同社の産業用液

晶モニター事業は、当社同様、大手企業が激しい競争をしているテレビ及びPC等の商業用途は避け、高

い技術力と高付加価値を生み出す産業用にフォーカスしており、既に医療分野で基盤を確立し、現在、

航空管制分野に進出している他、船舶及びDTP（印刷関連）等への展開を計画しております。また、当社

が画像処理を行うグラフィックス･サブシステム（グラフィックスLSI、基本ソフト〔ドライバ、ライブ

ラリ〕並びにボード）、一方、WIDE社が画像表示を行う液晶モニター、と両社製品の補完関係は強く、

今後、産業用グラフィックスシステムとして両社一体となり、事業展開を図ってまいります。WIDE社と

の効果的な連携がとれない場合、もしくは、同社の産業用液晶モニターの販売が伸びず同社の業績が不

振に陥った場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

2）ターンキーサービス関連について 

当社は、平成16年11月にLSIのターンキーサービスを主な業務とする台湾のMacroTech社を子会社化い

たしました。ターンキーサービスとは、LSIのレイアウト設計及びマスクデータの作成をMacroTech社が

行い、半導体製造会社（ウエハ処理）、組立て会社（パッケージング）及びテスト会社と連携し、半導

体ファブレスメーカー及びデジタル家電メーカー等に同社がLSIの量産供給を行うものであります。当社

グループとして、グラフィックス関連にさらに経営資源を集中させる為、ターンキーサービス関連は縮

小させる方針であります。今後、MacroTech社は、台湾におけるグラフィックス関連製品の製造管理と販

売に注力してまいります。 

 

3）LSI等の製造委託について 

当社は、ファブレスメーカーとして設計業務に特化しており、製造に関しては一切の業務をアウト

ソーシングしております。その中でもLSIの製造委託は、当社にとり極めて重要な要素を占めております。

LSIの製造委託について、国内及び台湾をはじめとする海外の半導体メーカーに対して直接あるいは間接

的に製造を委託していくことを当社は考えておりますが、前述の事業戦略を推進していくためには常に

適な委託先を確保できる体制を確立することが重要であり、そのためには複数の委託先、または半導

体メーカーの仲介先との良好な関係を築きあげて維持していくことが必要でありますが、製造委託先と

良好な関係を構築できない場合、当社の想定する事業展開の推進に支障をきたすおそれがあります。 

 

4）為替リスクについて 

今後、海外企業からのグラフィックスLSI等の輸入取引が増加する一方、医療機器向けグラフィックス

ボード等の輸出取引も増加する見込みであります。当該取引の拡大に伴い、当社では、為替リスクが大

きくなると予想しております。当該為替リスクに対し、社内体制の整備を行い、先物予約等ヘッジ策を

検討してまいりますが、予期せぬ為替変動に見舞われた場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれが

あります。 

 

②会社組織について 

当社グループは、平成19年3月31日現在、取締役4名、監査役3名、従業員35名と小規模な組織であり、

社内管理体制は組織的というよりも人的な管理に依存している面が大きいというのが現状であります。

したがいまして、経営陣はもとより、人材の社外流出により当社業務遂行上の支障が生じた場合、代替

要員の不在、事務引継手続の遅延等の理由によって当社の業務に支障が生じるおそれがあります。当社

は、より組織的な経営の基盤を強化するため、社員の育成及び拡充を図る等の対策を行っておりますが、

今後当社の業容が拡大した場合、現状のままでは適切かつ十分な人的・組織的対応ができなくなるおそ

れがあるため、当社は、今後とも、人員の増強や社内管理体制の一層の充実及びコンプライアンス体制

の強化を図っていく必要があります。当社業容の拡大に対し、適切かつ十分な人的・組織的対応ができ

ない場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 
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③経営成績について 

当社の現在までの業績は、以下のとおりとなっております。 

（単位：千円） 

回     次 第6期連結 第7期連結 第8期連結 第9期連結 第10期連結 第11期連結

決  算  年  月 平成14年3月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月

売  上  高 1,008,183 1,213,470 2,009,717 1,941,821 2,636,734 2,828,769

経  常  損  益 △118,462 △640,097 △376,785 △403,944 △414,369 133,137

当 期 純 損 益 △260,483 △692,716 △379,142 △347,129 △1,276,781 △393,986

資  本  金 2,972,725 2,972,725 2,972,725 2,972,725 3,022,725 3,022,725

総  資  産  額 6,208,551 5,495,844 5,137,217 5,331,873 5,642,657 5,271,829

純  資  産  額 6,042,812 5,339,124 4,947,396 4,620,558 3,498,494 3,226,018

（(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

 

当期において、当期純損失として393,986千円計上し、利益剰余金は△3,462,944千円になっております。

今後も前述の事業戦略に基づき事業を展開し、利益剰余金の△3,462,944千円の解消を図ってまいります

が、当社の事業展開が計画通りに進展せず、解消が進まない場合、当社に重大な影響を及ぼすおそれが

あります。 

 

④知的財産について 

情報技術（IT）に関する知的財産権の問題は比較的歴史が浅いため、確立した実務というものが存在

しない分野も多く存在します。従って、以下に記載している事項は、現状において認識し得る限りのも

のに過ぎず、将来にわたって網羅的なものたり得ない可能性があります。 

 

1）登録された知的財産権の希少性 

当社は、当社製品又はその技術等に関して必要に応じて出来る限り知的財産権の登録出願を行う等そ

の保護を図る方針ですが、情報技術に関する知的財産権については実務が必ずしも確立されていない分

野も存在し、予期に反して権利が登録できなかったり、権利が登録できた場合にも強力な保護が得られ

ない等の可能性があります。また、当社は、平成19年3月31日現在、商号等に関する商標権が登録されて

いる以外、国内外において登録及び登録手続き中の知的財産権を有していません。当社の製品又はその

技術等は、民法、不正競争防止法、著作権法等の登録出願を要しない権利に関する法令によって保護の

対象とされる場合もありますが、これらの法令に基づく保護が及ばない場合やその権利行使に困難を伴

う場合があり、当社の製品等と類似の製品等が他者により開発、製造又は販売等された場合、その対応

により当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2）知的財産権侵害等による紛争の可能性 

平成19年3月31日現在まで、当社には、当社の技術に関連した知的財産権に関わる訴訟を提起される等

の問題が生じたことはなく、当社の知る限りにおいては訴訟提起等のおそれはないと考えております。 

また、LSIやボード等の開発において他社と共同で行うことがあります。共同開発の相手先や製造委託

先等の他社が開発等に関与した当社製品に利用されている技術のうち、他社の技術が第三者の知的財産

権を侵害しているか否かについて、平成19年3月31日現在、訴訟やクレーム等の報告を当社は他社もしく

は第三者より受けてなく、当社の知る限りにおいては訴訟提起等のおそれはないと考えております。 

しかしながら、将来、これらの技術を含め当社の事業に関連した知的財産権が第三者に成立した場合、

または、当社の認識していない当社の事業に関連した知的財産権が存在した場合においては、第三者に

よる知的財産権を侵害したとの主張に基づく訴訟が提起される可能性があります。これが提起された場

合には、その準備のために多大な時間や費用等の経営資源を訴訟に費やさなくてはならず、また、敗訴

した場合には、訴訟の対象となる技術を含む製品の販売を継続できなくなることがあり、多額の損害賠

償債務を負担させられ、あるいは、第三者から実施許諾等による使用の対価が発生し、当社業績に重大

な影響を及ぼすおそれがあります。訴訟の提起には至らなくとも、知的財産権に関わる紛争が生じた場
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合には、当社の製品又は技術等に対する保護が限定され、同様に当社業績に重大な影響を及ぼすおそれ

があります。 

 

⑤製品クレームの偶発性 

平成19年3月31日現在まで、当社には、当社が開発、製造又は販売等をするLSI、ソフトウェア等に関

し、日本又は海外における製造物責任法又はその他の法律に基づく責任につき、訴訟を提起される等の

問題が生じたことはありません。当社は、当社におけるLSI、ソフトウェア等の開発、製造及び販売等を

通じて、欠陥等の不具合を生じないよう、また生じたとしてもこれを発見し排除できるよう管理に努め

ております。しかし、エンドユーザー等に損害を与えかねないような不具合をもつLSI、ソフトウェア等

の提供を必ず回避できるとの保証はありません。 

当社のLSI、ソフトウェア等に不具合が発見された場合、当社又は当社の提供する製品若しくは役務に

対する信用に、重大な影響を及ぼす可能性があります。また、当社はかかる不具合等を排除するために

多額の資金支出を余儀なくされる可能性があり、また場合によっては適宜これを改善することができな

い可能性があります。かかる不具合によりエンドユーザー等に損害が発生した場合、当社は多額の損害

賠償その他の請求を受ける可能性があり、その解決のため裁判上又は裁判外において、多大な費用と時

間を必要とする可能性があり、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑥今後の資金需要等について 

前述のとおり、グラフィックス市場は競争が激しく、技術の進歩も急速であるため、常時継続的に市

場のニーズに合った新製品を開発し、また他企業との提携や買収等を適宜迅速に行うことが重要であり、

当社はこれらを可能とする資金を調達していくことが必要であります。また、LSIの開発資金、LSI及び

ボードの量産品の製造委託や販売等にかかる運転資金を適時に調達することが重要であります。とくに

LSIの開発については、開発期間が長期にわたり、資金も多額となり、開発した製品が市場に投入された

としても販売が予定していた売上高を下回り、開発資金の回収が困難になる場合があります。このよう

な場合、当社業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 

 

⑦利益還元政策について 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。配当につきましては、企

業体質の強化と今後の事業展開に備えるため、内部留保を充実させることを勘案しながら、各期の経営

業績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。 

当面につきましては、グラフィックス関連の市場が急速に拡大する一方で、競合他社との競争は激し

く、研究開発を積極的に推進し、海外進出･事業提携等、積極的に事業を展開するため、内部留保に重点

を置き、将来的な株主価値の向上を目指していく所存であります。 

なお、当社は設立以来、配当を行っておりません。 

 

⑧株式の希薄化について 

1）ストックオプション（新株予約権）について 

当社は、役員及び従業員の当社事業に対する貢献意欲及び経営の参画意識を高めるため、ストックオ

プション（新株予約権）のインセンティブプランを行っていくことを基本方針としています。平成15年6

月25日付第7回定時株主総会および平成15年7月14日開催の当社取締役会で、商法第280条ノ20および第

280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて決議しており

ます。付与対象者は当社の取締役、監査役、従業員、従業員として採用を予定する者及び当社の子会社

の従業員で、平成15年7月22日に新株予約権1,000個（新株予約権の目的となる株式の種類および数：当社

普通株式1,000株）を発行しております。なお、平成19年3月31日現在、当該新株予約権の残高は従業員の

退職等により418個（新株予約権の目的となる株式の種類および数：当社普通株式418株）に減少してお

ります。当社においては、今後もストックオプション（新株予約権）の付与を行う可能性があります。 

2）第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について 

平成17年12月22日に医療機器及び航空管制等の特殊用途の液晶モニターメーカーである韓国のWIDE社

の株式と転換社債型新株予約権付社債等を取得し、同社との事業を積極的に推進する為、第1回無担保転

換社債型新株予約権付社債を1,800,000千円発行いたしました。当該社債は、転換価格の修正条項が付く
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社債になりますが、転換価格は当初143,000円（当該社債の発行決議日〔平成17年12月6日〕の終値）で

決定され、平成18年12月22日までの約1年間、転換価格の修正条項は適用されませんが、平成18年12月22

日以降、転換価格は自動的に株式時価をベースに毎月1回、修正が行われます。従い、株価上昇時におい

ては時価に基づき転換価格が上昇し、既存株式価値の希薄化をやわらげることが可能になりますが、株

価下落時においては、転換価格が時価に修正される為、既存株式価値の希薄化が進むことになります。

なお、平成18年12月22日以降、修正の上限転換価額は160,011.6円、下限転換価額は53,337.2円に設定さ

れております。また、当該社債には当社の選択によりいつでも行使することが可能なコールオプション

及び当該社債の割当先であるかざか証券の選択によりいつでも行使することが可能なプットオプション

が付されており、株価の状況次第では当社自身もしくはかざか証券の選択により繰上償還を行うことが

可能となっております。 

 

 

２．企業集団の状況 

 

当社の企業集団は、当社（株式会社リアルビジョン）、連結子会社７社（RVU,INC.、株式会社リアルビジョン北

九 州 、 MacroTech Semiconductor Corporation 、  MacroTech Semiconductor Corporation(USA) 、

MacroTech Semiconductor Corporation(BVI)､TSUNAMI2002-1号投資事業組合及びTSUNAMI2004-1号投資

事業組合）及び非連結子会社1社（MacroTech Semiconductor Corporation(LLC)）で構成され、グラフィッ

クスLSI及びグラフィックスボードの開発・販売とターンキーサービスを主業務とするファブレスメー

カーであります。また、主業務に加え、液晶関連等の部材販売も行っております。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
 

 

 

顧 客 

 

当社 

（開発・販売） 

 

MacroTech   （注）２ 

Semiconductor Corp. 

MacroTech  

Semiconductor Corp(USA). 

MacroTech  

Semiconductor Corp(BVI). 

MacroTech  

Semiconductor Corp(LLC). 

国内の液晶関連等

の部材メーカー 

台湾等の 

LSI設計･製造会社 

国内の 

製造委託先 

台湾及び中国の 

製造委託先 

仕入 

 

（ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽﾎﾞー ﾄの

量産製品等) 

仕 入 

（
企
業
集
団
） 

RVU，INC. 

（注）1 
販売 

グラフィックス製品及び部材等の販売 

 

株式会社 

リアルビジョン北九州（注）1 

仕 入 

共同開発 

（LSI） （LSI及びボード） （LSI及びｸ゙ ﾗﾌｨｯｸｽﾎﾞｰﾄﾞ等 

             の量産製品） 

（液晶関連等の部材） 

グラフィックス製品の販売 ターンキーサービスの提供 

TSUNAMI2002-1号 
投資事業組合 
TSUNAMI2004-1号 
投資事業組合 (注）3 

出資 
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（注１）連結子会社RVU,INC.（以下、RVU）及び株式会社リアルビジョン北九州（以下、RV北九州）につ

いて 

RVUは当社の100％子会社であり、平成13年7月に米国における先端技術を有する企業との提携の

推進及び当社開発製品の販売活動等を行うため、米国カルフォルニア州シリコンバレーに設立し

ました。また、RV北九州も当社の100％子会社であり、平成14年1月に設立しました。グラフィッ

クス関連等の共同開発を行っております。 

 

（注２）MacroTech Semiconductor Corporation（以下、MacroTech社）グループ4社について 

MacroTech社は2000年6月に設立され、現在、本社は台湾新竹市に位置しており、LSI等のターン

キーサービス(*)を主な業務としております。同社グループ4社の内、MacroTech社、MacroTech 

Semiconductor Corporation(USA)及びMacroTech Semiconductor Corporation(BVI)の3社は連結子

会 社 で 、 MacroTech Semiconductor Corporation(BVI) の 100 ％ 子 会 社 で あ る MacroTech 

Semiconductor Corporation(LLC)は当社連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないことから非連結子

会社としております。連結子会社3社は、MacroTech社の地域会社であり、同社グループは米国に加

え、世界のデジタル家電の開発・製造拠点であるアジアでターンキーサービスを提供できる体制を

構築しております。 

(*)ターンキーサービスとは、LSIのレイアウト設計及びマスクデータの作成を同社が行い、半導体

製造会社（ウエハ処理）、組立て会社（パッケージング）及びテスト会社と連携をとり、半導体

ファブレスメーカー及びデジタル家電メーカー等にLSIの量産供給を行うものであります。 

 

（注３）TSUNAMI2002-1号投資事業組合及びTSUNAMI2004-1号投資事業組合について 

ベンチャーキャピタルである株式会社ツナミネットワークパートナーズが業務執行組合員をつと

める民法上の組合であるTSUNAMI2002-1号投資事業組合（当社出資比率50.0％）及びTSUNAMI2004-1

号投資事業組合（当社出資比率90.9％）であります。 

 
 

３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、システムLSI技術をベースに主要事業領域をグラフィックス分野に置き、設立以来、「点から

面へ」という事業戦略をとっております。すなわち、ハイエンドのグラフィックスLSIの開発で培ったシ

ステムLSI化技術をさらに高めていくという「点戦略」を進め、これを核として「面戦略」、すなわち、

市場の成長が期待できる特定用途向けグラフィックス分野へ進出し、当該特定用途に対応するグラ

フィックスLSI、基本ソフト（ドライバ、ライブラリ）並びにボードを開発し、グラフィックス・サブシ

ステム・レベル（複合製品）で製品供給を行い、付加価値を高める方針であります。なお、平成19年5月

に韓国の産業用液晶モニターメーカーであるWIDE社を子会社化いたしました。今後、ターンキーサービ

ス関連を縮小し、グラフィックス関連により経営資源を集中させ、WIDE社と一体となり、医療機器、航

空管制等産業用のグラフィックスシステムに事業を展開させていく方針であります。 

 

（2）目標とする経営指標 
当社は株主価値重視の観点から、ROE等の指標を目標とし、それを向上させることを通じて企業価値増

大に努めていく所存であります。また、一方で、キャッシュ･フローを意識した経営を行ってまいります。

当面は、資金を研究開発及び企業の買収や提携等に積極的に充当し、将来キャッシュ･フローを増大させ

ることを目標に運営してまいります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

①グラフィックス関連 

グラフィックス機能は、産業分野においては、自動車、家電製品、金型、建築物等工業製品の設計に

使用されるワークステーションやシミュレーション機器等産業分野で、すでに重要な役割を果たしてい

る他、家庭用ゲーム機器等コンシューマー分野でも重要な機能になっております。人間は必要な情報の

かなりの部分を視覚に依存しており、通信のブロードバンド化等に伴い、グラフィックス機能は、今後、

ますます重要度が高くなっていくものと思われます。当社は、前述のように、システムLSI技術をベース
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に主要事業領域をグラフィックス分野に置き、「点から面へ」という事業戦略をとっております。さら

に、WIDE社の子会社化により、グラフィックスシステムとして事業展開を図ってまいります。 

1）産業用グラフィックスシステム事業 

当社が画像処理を行うグラフィックス･サブシステム（グラフィックスLSI、基本ソフト〔ドライバ、

ライブラリ〕並びにボード）、一方、WIDE社が画像表示を行う液晶モニター、と両社製品の補完関係は

強く、今後、産業用グラフィックスシステムとして両社一体となり、事業展開を図ってまいります。当

該事業は、大手企業が激しい競争をしているテレビ及びPC等の商業用途は避け、高い技術力と高付加価

値を生み出す産業用にフォーカスしており、既に医療分野で基盤を確立しております。現在、航空管制

分野に進出し、今後、船舶及びDTP（印刷関連）等への展開を計画しております。当社グループとして、

高解像度の画像表示を特徴とした産業用グラフィックスシステムメーカーとして、世界NO.1になること

を目標としております。 

2）アミューズメント事業 

当社は、平成15年9月より遊技機器向けグラフィックスLSIの量産供給を開始いたしました。遊技機器

（パチンコ、パチスロ等）では、使用される液晶画面の大型化に伴い、より高精細でエンターテイメン

ト性に優れた画像が求められる一方、低コストでの液晶画像表示システムの提供が求められております。

当社は、3Dアニメーション（オリジナルキャラクターやアニメのキャラクター等によるコンテンツ）及

び3Dムービー（ドラマや人気歌手等の実写に3Dキャラクター等を合成したコンテンツ）に対応する製品

の開発を進めると同時に、当社遊技機器向けグラフィックスLSIの性能・機能を 大限に引き出し、かつ、

適な価格で提供する為、当該グラフィックスLSIを核としたモジュール及びボードによる販売を推進す

る方針であります。 

 

②部材関連 

部材関連は、グラフィックス関連の事業を推進する中で親密取引先からの依頼で生じた取引でありま

す。 

 

③ターンキーサービス関連 

当社は、平成16年11月にLSIのターンキーサービスを主な業務とする台湾のMacroTech社を子会社化い

たしました。ターンキーサービスとは、LSIのレイアウト設計及びマスクデータの作成をMacroTech社が

行い、半導体製造会社（ウエハ処理）、組立て会社（パッケージング）及びテスト会社と連携し、半導

体ファブレスメーカー及びデジタル家電メーカー等に同社がLSIの量産供給を行うものであります。当社

グループとして、グラフィックス関連にさらに経営資源を集中させる為、来期以降、MacroTech社は、

ターンキーサービス関連を縮小させ、台湾におけるグラフィックス関連製品の製造管理と販売に注力し

てまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

現状の経営課題として、主に以下の事項を考えております。 
 

①技術革新への対応 
グラフィックス市場は競合が激しく、技術の進歩も急速に進んでおります。新たなアーキテクチャの

LSI化に加え、半導体プロセスの進化に伴い、ジオメトリ処理及びレンダリング処理等を行うLSIの高速

化がさらに進むと同時に、グラフィックス以外の機能と１チップにシステムLSI化することが可能になる

と予想しております。このような急速な技術革新に対応するには、優秀で経験豊富なシステムLSI開発技

術者を確保することが極めて重要な経営課題と認識しております。また、自社の固有技術を確立する一

方で、当該固有技術と融合する技術を有する企業に対し、買収や提携等を迅速に行うことが重要と考え

ております。 

  

②効率的な開発体制の構築 

当社は、現在、特定用途向けグラフィックス分野へ事業を展開しております。すなわち、相応の市場

規模が期待できる医療機器向け及び遊技機器向け等特定用途向けグラフィックス市場に対し、当該特定

用途に 適化したグラフィックスLSI、基本ソフト（ドライバ、ライブラリ）、ボード並びにアプリケー

ションソフトを開発し、サブシステムでの事業展開を図っております。特定用途向けグラフィックス分
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野では、それぞれの用途ごとに仕様が異なるため、当該特定用途の市場に精通した有力企業に対し、買

収や提携等を行うことでそれぞれの市場ニーズを的確に把握し、より効率的な開発体制を確立していく

方針であります。 

 

③LSI等の製造委託先の確保 

当社は、ファブレスメーカーとして設計業務に特化しており、LSI及びボード等の製造に関しては一切

の業務をアウトソーシングしております。その中でもLSIの製造委託は、当社にとり極めて重要な要素を

占めております。これまで、国内のみならず台湾をはじめとする海外の半導体メーカーに対して直接あ

るいは間接的に製造を委託してまいりましたが、当社が自らの事業戦略を推進していくためには常に

適な委託先を確保できる体制を確立することが重要であり、複数の委託先、または半導体メーカーの仲

介先との良好な関係を築きあげて維持していくことが重要になります。 

 

④知的財産権の保護 

現在まで、当社には、当社の技術に関連した知的財産権に関わる訴訟を提起される等の問題が生じた

ことはなく、当社が適切かつ十分であると認める方法で行った調査によっても訴訟提起等のおそれは認

められておりません。情報技術に関する知的財産権については実務が必ずしも確立されていない分野も

存在し、予想に反して権利の登録ができなかったり、権利が登録できた場合でも強力な保護が得られな

い等の可能性があります。しかしながら、当社は、今後も、当社製品又はその技術等に関して必要に応

じてできる限り知的財産権の登録出願を行うなどその保護を図る方針であります。 

 

⑤内部管理体制の強化 

当社グループは、平成19年3月31日現在、取締役4名、監査役3名、従業員35名と小規模な組織でありま

す。現状の内部管理体制は、現行の組織規模に応じたものになっており、組織的というよりも人的な管

理に依存している面が大きくなっております。しかしながら、業容の拡大に伴い、組織的な経営の基盤

や内部管理体制の整備の重要性が増しており、人員の増強や社内管理体制の一層の充実及びコンプライ

アンス体制の強化を図っていく方針であります。 

 

《用語集》 

【＊1  LSI】 

 LSIとは、Large Scale Integration（大規模集積回路）の略。ICで特に集積度の高いものをいう。 

 

【＊2  ボード】 

 LSI、メモリー等を搭載し、ワークステーション等に装着することで特定機能を向上させるものをいう。

グラフィックス機能を向上させるボードは、グラフィックスボードもしくは、グラフィックスアクセラ

レーターといわれている。 

 

【＊3  ファブレスメーカー】 

 自社のアイデアまたは技術をもとに設計した製品の製造について、製造工場を有する他のメーカに外注

委託し、自社では製造工場を持たない会社のことをいう。 

 

【＊4  システムLSI技術】 

 従来、複数のICやLSIで構成していた機能を、1つのLSIで当該機能を実現させる技術のことをいう。 

 

【＊5  サブシステム】 

 2Dや3Dなどのグラフィックスを専門に処理する目的で構築されたシステムの総称。ここでは、グラ

フィックス LSI、 基本ソフト（ドライバ、ライブラリ）、グラフィックスボードまでを含むシステムを

指す。 
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【＊6  フルシステム】 

 ここでいうフル･システムとは、グラフィックスを専門に処理する目的で構築され、LSI、基本ソフト、

ボードに加え、ワークステーション等のハードウエア及びアプリケーションソフトまでを含んだ統合的

なシステムをさす。 

 

【＊7  ジオメトリ処理】 

 3次元モデルに対する座標変換と光源計算処理をいう。3次元モデルが実時間で移動する際の時々刻々の

位置の変化と光の当たり具合を算出し後段の描画処理（レンダリング）に渡す。処理能力は、1秒当りに

処理できるポリゴン数で表わす。 

 

【＊8 レンダリング処理】 

 ジオメトリ処理により表現された3次元モデルの各ポリゴンに対する描画処理（図形の塗りつぶしを意

味する）をいう。 
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４．連結財務諸表等 
 

(1) 連結貸借対照表 
（単位：千円） 

前連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

期  別

 

科  目 金       額 構成比 金       額 構成比 増 減 

（資産の部）  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

1．現金及び預金  1,710,069 2,538,763  

2．受取手形及び売掛金  1,315,829 1,282,922  

3．有価証券  468,159 18,201  

4．たな卸資産  380,465 317,843  

5．その他  140,428 49,083  

貸倒引当金  △120 －  

流動資産合計  4,014,832 71.2 4,206,813 79.8 191,981

Ⅱ 固定資産    

1．有形固定資産    

（1）建物 3,671 3,671   

減価償却累計額 2,634 1,037 2,770 901  

（2）工具器具及び備品 296,526 200,703   

減価償却累計額 244,955 51,570 161,156 39,546  

有形固定資産合計  52,607 0.9 40,448 0.8 △12,159

2．無形固定資産     

（1）ソフトウェア  67,989 32,549  

（2）電話加入権  700 700  

無形固定資産合計  68,689 1.2 33,249 0.6 △35,440

3．投資その他の資産    

（1）投資有価証券   1,395,940 1,441,636  

（2）繰延税金資産  23,696 24,120  

（3）その他  87,205 61,196  

貸倒引当金  △315 △315  

投資損失引当金  － △535,320  

投資その他の資産合計  1,506,528 26.7 991,318 18.8 △515,209

固定資産合計  1,627,825 28.8 1,065,015 20.2 △562,810

資産合計  5,642,657 100.0 5,271,829 100.0 △370,828
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（単位：千円） 

前連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

期  別

 

科  目 金       額 構成比 金       額 構成比 増 減 

（負債の部）  ％  ％ 

Ⅰ 流動負債    

1．支払手形及び買掛金  125,451 144,595  

2．賞与引当金  33,726 22,055  

3．その他  119,522 103,635  

流動負債合計  278,700 5.0 270,285 5.1 △8,414

Ⅱ 固定負債    

1．新株予約権付社債 *1  1,700,000 1,700,000  

2．繰延税金負債  35,962 53,968  

3．退職給付引当金  25,946 21,556  

固定負債合計  1,761,908 31.2 1,775,524 33.7 13,615

負債合計  2,040,609 36.2 2,045,810 38.8 5,201

    
（少数株主持分）    

少数株主持分  103,553 1.8 － － △103,553

    
（資本の部）    

Ⅰ 資本金             *3  3,022,725 53.6 － － △3,022,725

Ⅱ 資本剰余金  3,489,224 61.8 － － △3,489,224

Ⅲ 利益剰余金  △3,068,958 △54.4 － － 3,068,958

Ⅳ その他有価証券評価差額金  44,731 0.8 － － △44,731

Ⅴ 為替換算調整勘定  11,013 0.2 － － △11,013

Ⅵ 自己株式           *4  △241 △0.0 － － 241

資本合計  3,498,494 62.0 － － △3,498,494

 5,642,657 100.0 － － △5,642,657

   負債、少数株主持分及び
資本合計 

 
   

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1．資本金  － － 3,022,725 57.3 3,022,725

2．資本剰余金  － － 3,489,224 66.2 3,489,224

3．利益剰余金  － － △3,462,944 △65.7 △3,462,944

4．自己株式  － － △241 △0.0 △241

株主資本合計  － － 3,048,762 57.8 3,048,762

Ⅱ 評価・換算差額等  －   

1．その他有価証券評価差額金  － － 69,977 1.4 69,977

2．為替換算調整勘定  － － 11,682 0.2 11,682

評価・換算差額等合計  － － 81,660 1.6 81,660

Ⅲ 少数株主持分  － － 95,596 1.8 95,596

純資産合計  － － 3,226,018 61.2 3,226,018

負債純資産合計  － － 5,271,829 100.0 5,271,829
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(2) 連結損益計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

対前年比 
期  別

科  目 金       額 百分比 金       額 百分比 増 減 

  ％  ％ 

Ⅰ 売上高  2,636,734 100.0 2,828,769 100.0 192,035

Ⅱ 売上原価  1,978,965 75.0 2,096,914 74.1 117,948

売上総利益  657,768 25.0 731,855 25.9 74,086

Ⅲ 販売費及び一般管理費＊1､２  1,133,487 43.0 618,261 21.9 △515,225

営業利益（△損失）  △475,718 △18.0 113,593 4.0 589,312

Ⅳ 営業外収益       

1．受取利息 5,170 8,833   

2．為替差益 46,428 565   

3．業務受託収入 12,000 12,000   

4．雑収入 3,493 67,092 2.5 1,875 23,273 0.8 △43,819

Ⅴ 営業外費用    

1．社債発行費 5,259 －   

2．固定資産除却損 － 1,452   

3．保険積立金解約損 － 1,282   

4．雑損失 483 5,743 0.2 995 3,729 0.1 △2,013

経常利益（△損失）  △414,369 △15.7 133,137 4.7 547,506

Ⅵ 特別利益    

1．貸倒引当金戻入益 － － － 120 120 0.0 120

Ⅶ 特別損失    

1．固定資産除却損     *3 20,110 －   

2．投資有価証券評価損 27,829 －   

3．減損損失           *4 739,738 －   

4．たな卸資産評価損 92,869 －   

5．投資損失引当金繰入額 － 880,547 33.4 535,320 535,320 18.9 △345,227

税金等調整前当期純損失  △1,294,917 △49.1 △402,063 △14.2 892,853

（△）    
法人税、住民税及び事業税 1,888 2,423   

法人税等調整額 65,034 66,922 2.5 △516 1,907 0.1 △65,015

少数株主損失  85,058 3.2 9,983 0.4 △75,074

当期純損失（△）  △1,276,781 △48.4 △393,986 △13.9 882,794
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

 

連結剰余金計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

期  別

科  目 金 額 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 3,439,224 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

新株予約権行使による増加高 50,000 50,000 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 3,489,224 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △1,792,176 

Ⅱ 利益剰余金減少高  

当期純損失 1,276,781 1,276,781 

Ⅲ 利益剰余金期末残高 △3,068,958 

 

連結株主資本等変動計算書 

 
当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

(単位：千円) 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 3,022,725 3,489,224 △3,068,958 △241 3,442,749

連結会計年度中の変動額  

当期純損失 △393,986  △393,986

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 － － △393,986 － △393,986

平成19年3月31日残高 3,022,725 3,489,224 △3,462,944 △241 3,048,762

 
評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 44,731 11,013 55,744 103,553 3,602,048

連結会計年度中の変動額  

当期純損失  △393,986

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
25,246 668 25,915 △7,957 17,957

連結会計年度中の変動額合計 25,246 668 25,915 △7,957 △376,029

平成19年3月31日残高 69,977 11,682 81,660 95,596 3,226,018
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

対前年比 
期  別

科  目 金       額 金       額 増 減 

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損失 △1,294,917 △402,063  

減価償却費 23,512 19,782  

無形固定資産償却額 168,091 37,642  

連結調整勘定償却額 92,776 －  

社債発行費 5,259 －  

たな卸資産評価損 92,869 －  

固定資産除却損 20,110 －  

投資有価証券評価損 27,829 －  

減損損失 739,738 －  

貸倒引当金の増減額 40 △120  

投資損失引当金の増減額 － 535,320  

賞与引当金の増減額 △885 △11,730  

退職給付引当金の増減額 2,593 △4,508  

受取利息 △5,170 △8,833  

為替差損益 △12,580 400  

売上債権の増減額 △381,826 34,596  

たな卸資産の増減額 △265,762 63,123  

前渡金の増減額 60,586 45,793  

未収入金の増減額 1,943 463  

仕入債務の増減額 △73,523 16,332  

その他流動資産の増減額 9,910 45,448  

前受金の増減額 △188,635 28,008  

その他流動負債の増減額   △51,884 △41,072  

その他 33,931 27,224  

小計 △995,993 385,809 1,381,802 

利息の受取額 3,831 9,050  

法人税等の支払額 △1,661 △1,771  

営業活動によるキャッシュ・フロー △993,823 393,087 1,386,911 

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 △15,718 △13,837  

無形固定資産等の取得による支出 △5,240 △2,201  

投資有価証券の取得による支出 △1,003,039 －  

貸付けによる支出 △90,000 －  

貸付金の回収による収入 90,000 －  

その他 △711 1,259  

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024,710 △14,779 1,009,930 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

対前年比 
期  別

科  目 金       額 金       額 増 減 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

新株予約権付社債発行による収入 1,800,000 －  

社債発行費の支出 △5,259 －  

自己株式の取得による支出 △241 －  

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,794,499 － △1,794,499 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 17,817 426 △17,390 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △206,216 378,735 584,951 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,382,983 2,178,229 △204,754 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金同等物の増加額 1,462 － △1,462 

2,178,229 2,556,964 378,735 Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高       *1 
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(5) 連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

期 別 

項 目 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19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  7社 

連結子会社名 

RVU，INC 

株式会社ﾘｱﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ北九州 

MacroTech Semiconductor 

Corporation 

MacroTech Semiconductor 

Corporation(USA) 

MacroTech Semiconductor 

Corporation(BVI) 

TSUNAMI2002-1号投資事業組合 

TSUNAMI2004-1号投資事業組合 

TSUNAMI2002-1 号 投 資 事 業 組 合 、

TSUNAMI2004-1号投資事業組合につ

いては、当社の出資としての重要性が

実質的に増加したことにより、当連結

会計年度より連結の範囲に含めており

ます。なお、期末日を連結子会社の支

配獲得日としているため、貸借対照表

のみを連結しております。 

（2） 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社名 

MacroTech Semiconductor 

Corporation(LLC) 

（連結の範囲から除いた理由） 

総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(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。 

（1） 連結子会社の数  7社 

連結子会社名 

RVU，INC 

株式会社ﾘｱﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ北九州 

MacroTech Semiconductor 

Corporation 

MacroTech Semiconductor 

Corporation(USA) 

MacroTech Semiconductor 

Corporation(BVI) 

TSUNAMI2002-1号投資事業組合 

TSUNAMI2004-1号投資事業組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 同 左 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会社

は、当期純損益(持分に見合う額)および

利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。 

同 左 
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期 別 

項 目 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社のうち、MacroTech 

Semiconductor Corporation、MacroTech 

Semiconductor Corporation(USA)、

MacroTech Semiconductor 

Corporation(BVI)、TSUNAMI2002-1号投

資事業組合、TSUNAMI2004-1号投資事

業組合の決算日は12月末日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、各

子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、決算日が連結決算

日と異なる上記５社については、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引に

ついて、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  (ｲ)有価証券 

・満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

・その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法及び償

却原価法（定額法）。なお、投資事

業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

(ﾛ)デリバティブ 

時価法 

(ﾊ)たな卸資産 

・製 品 

当社及び国内連結子会社は移動平

均法による原価法、在外連結子会社

は主として移動平均法による低価法 

・原材料 

当社及び国内連結子会社は移動平

均法による原価法、在外連結子会社

は主として移動平均法による低価法 

・仕掛品 

当社及び国内連結子会社は移動平

均法による原価法及び個別法による

原価法、在外連結子会社は主として

移動平均法による低価法 

 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法

  (ｲ)有価証券 

・満期保有目的の債券 

同 左 

・その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法及び償

却原価法（定額法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)デリバティブ 

同 左 

(ﾊ)たな卸資産 

・製 品 

同 左 

 

 

・原材料 

同 左 

 

 

・仕掛品 

同 左 



 

（株）リアルビジョン（6786） 平成19年３月期決算短信 

 

 24

期 別 

項 目 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(ｲ)有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は定率

法、在外連結子会社は主として定額

法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物      3～15年 

車両運搬具 5年 

工具器具及び備品 2～20年 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(ｲ)有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は定率

法、在外連結子会社は主として定額

法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物      3～15年 

工具器具及び備品 2～20年 

 

 (ﾛ)無形固定資産 

・特許権等 

7年間の均等償却によっております。

・ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェアについ

ては、販売可能な有効期間（3年）に

基づく定額法、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可

能期間（2～5年）に基づく定額法に

よっております。 

(ﾛ)無形固定資産 

・特許権等 

――― 

・ソフトウェア 

同 左 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

・社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

（3）    ――― 

 

 

 

 

 

（4）重要な引当金の計上基準 

(ｲ)貸倒引当金 

売上債権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

不能見込額を計上しております。 

(ﾛ)    ――― 

 

（4）重要な引当金の計上基準 

(ｲ)貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

(ﾛ)投資損失引当金 

市場価格のない有価証券等に対し、将

来発生する可能性のある損失に備える

ため、投資先の財政状態等を勘案し、

必要と認められる額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

当連結会計年度より投資損失引当

金を計上しております。 

この変更は投資先の財政状態の一

時的な悪化を適時に当社の投資勘定

に反映させ、財務内容の健全化を図る

ために行ったものであります。この変更

に伴い、従来の方法によった場合と比

較して税金等調整前当期純損失は

535,320千円多く計上されております。 
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期 別 

項 目 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

 (ﾊ)賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

(ﾊ)賞与引当金 

同 左 

 (ﾆ)退職給付引当金 

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

及び年金資産の見込み額に基づき、

計上しております。なお、当社及び国

内連結子会社については簡便法（退職

給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法）により計上

しております。会計基準変更時差異に

ついては、15年による均等額を費用処

理しております。数理計算上の差異に

ついては、発生した各連結会計年度に

おける従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

(ﾆ)退職給付引当金 

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 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債

は、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

含めて計上しております。 

（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 

同 左 

 （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。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

（7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(ｲ)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(ﾛ)連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(ｲ)消費税等の会計処理 

同 左 

(ﾛ)連結納税制度の適用 

同 左 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

全面時価評価法によっております。 

 

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。 

――― 
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期 別 

項 目 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

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、連結会社の利

益処分又は損失処理について、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 

 

 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

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取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

（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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

（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（「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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）に基

づき、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより税金等調整前当期純損失は739,738

千円増加しております。 

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号 平成17年12月9日）に基づき、当連結会

計年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,130,422千円

であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。 

 
（表示方法の変更） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収入金」（当

連結会計年度は4,126千円）は、当連結会計年度において資産

の総額の100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

――― 
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(6) 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 

*1                   ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 偶発債務 

株式会社朋栄から、放送機器向けグラフィックスボードの量

産製品の発注に関し750,546千円の損害賠償請求訴訟の提起

を平成17年3月3日付で当社は受けました。 

当社は、審理の過程で当社に損害賠償義務がないことを主

張し、見解の相違を正してゆく方針であります。 

 
*3 当社の発行済株式総数は、普通株式41,187.30株でありま

す。 

*4 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1.30株であり

ます。 

*1 新株予約権付社債 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債1,700,000千円

であります。なお、転換価額の修正及び繰上償還については、

以下のとおりであります。 

①転換価額の修正 

転換価額は当初143,000円（当該社債の発行決議日〔平成

17年12月6日〕の終値）で決定され、平成18年12月22日までの

約1年間、転換価額の修正条項は適用されませんが、平成18

年12月22日以降、転換価額は自動的に株式時価をベースに

毎月1回、修正が行われます。なお、転換価額の修正の上限

価額は160,011.6円、下限価額は53,337.2円であります。 

②繰上償還 

当該社債には当社の選択によりいつでも行使することが可

能なコールオプション及び当該社債の割当先であるかざか証

券の選択によりいつでも行使することが可能なプットオプション

が付されております。株価の状況次第では当社自身もしくはか

ざか証券の選択により当該社債の全部または一部を繰上償還

することが可能となっております。 

 2                   ――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*3                   ――― 

 

*4                   ――― 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

*1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

1）給料手当 203,860千円

2）賞与引当金繰入額 14,542千円

3）退職給付費用 4,705千円

4）研究開発費 456,112千円

 
*2 一般管理費に含まれる研究開発費は、456,112千円であり

ます。 

 
*3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 575千円

長期前払費用 19,535千円

合計 20,110千円

 
*4 減損損失 

当社グループは管理会計の区分を基礎に資産のグルーピン

グを行っております。当連結会計年度において以下のグループ

について減損処理をしました。 

 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円） 

グラフィックス関
連 の 放 送 グ ラ
フィックスグルー
プ（神奈川県横浜
市） 

放 送 グ ラ
フィックス製
品の開発 

特許権等 368,632

ターンキーサービ
ス関連（台湾新竹
市） 

ターンキー
サービス 

連結調整
勘定 

371,106

 
放送グラフィックスで使用している資産について、国内放送

局の大規模設備更新が当面期待できないこと等の理由から、

当連結会計年度にグラフィックス関連の放送グラフィックスグ

ループの事業を大幅に縮小したことに伴い、将来キャッシュ･フ

ロー見積期間にわたって回収可能性が認められないことから、

全額、減損損失として特別損失に計上しました。 

ターンキーサービス関連を行っている台湾のMacrotech社の連

結調整勘定は、当連結会計年度の個別財務諸表において、

Macrotech社株式（子会社株式）の減損処理を行ったことに伴

い、全額、減損損失として特別損失に計上しました。 

*1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

1）給料手当 163,700千円

2）賞与引当金繰入額 13,552千円

3）退職給付費用 3,946千円

4）研究開発費 185,590千円

 
*2 一般管理費に含まれる研究開発費は、185,590千円であり

ます。 

 
*3                  ――― 

 

 

 

 
*4                  ――― 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 41,187.30 － － 41,187.30

合計 41,187.30 － － 41,187.30

自己株式  

普通株式 1.30 － － 1.30

合計 1.30 － － 1.30

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成17年12月（注）１、

２、３ 
普通株式 11,888.11 13,048.92 － 24,937.03 －

合計 － 11,888.11 13,048.92 － 24,937.03 －

（注）１．一括法により負債に計上される転換社債型新株予約権付社債であります。 

２．当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の転換価格の修正によるものであります。 

３．権利行使の可能な新株予約権であります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19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 

（平成18年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,710,069千円

有価証券勘定   468,159千円

現金及び現金同等物  2,178,229千円

 

 2 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使 

新株予約権の行使による資本金増加額 50,000千円

新株予約権の行使による資本準備金増加額  50,000千円

新株予約権の行使による新株予約権付社債

減少額 

100,000千円

 

*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19年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,538,763千円

有価証券勘定    18,201千円

現金及び現金同等物  2,556,964千円

 

 2         ――― 

 

 

 

 

 



 

（株）リアルビジョン（6786） 平成19年３月期決算短信 

 

 31

（リース取引関係） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められているも

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 

 

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） 

有形固定資産（工

具器具及び備品） 
8,800 6,783 2,016

ソフトウェア 4,790 2,873 1,916

合計 13,590 9,657 3,932

 
（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,062千円 

１年超 986千円 

合計 4,048千円 

  
（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,301千円 

減価償却費相当額 3,157千円 

支払利息相当額 114千円 

 
（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。 

 
（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相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分法については、利息法によっ

ております。 

 
２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 6,620千円 

１年超 3,556千円 

合計 10,176千円 

 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められているも

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 

 

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） 

有形固定資産（工

具器具及び備品） － － －

ソフトウェア 4,790 3,831 958

合計 4,790 3,831 958

 
（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 986千円 

１年超 － 

合計 986千円 

  
（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,109千円 

減価償却費相当額 2,974千円 

支払利息相当額 46千円 

 
（4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

 

 
（5）利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 
２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 992千円 

１年超 2,563千円 

合計 3,556千円 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

1）売買目的有価証券 

該当はありません。 

 
2）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当はありません。 

 
3）その他有価証券で時価のあるもの 

該当はありません。 

 

4）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） 

該当はありません。 

 

5）時価評価されていない主な有価証券 

（単位：千円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

（1）その他有価証券 

非上場外国株式 

非上場外国債券 

マネー・マネージメント・ファンド 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 

キャッシュ・リザーブ・ファンド 

非上場国内債券 

非上場国内株式 

 

684,340 

682,000 

230,165 

197,970 

40,023 

24,000 

5,600 

合計 1,864,100 

（注）当連結会計年度において有価証券の減損処理を行い、減損処理金額は27,829千円であります。 

 
6）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（単位：千円） 

債 券 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

非上場外国債券 ― 682,000 ― ― 

新株予約権付社債 ― 24,000 ― ― 

合 計 ― 706,000 ― ― 

 

当連結会計年度（平成19年3月31日現在） 

1）売買目的有価証券 

該当はありません。 

 

2）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当はありません。 

 
3）その他有価証券で時価のあるもの 

該当はありません。 

 

4）当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

該当はありません。 
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5）時価評価されていない主な有価証券 

   （単位：千円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

（1）その他有価証券 

非上場外国株式 

非上場外国債券 

非上場国内債券 

マネー・マネージメント・ファンド 

非上場国内株式 

 

810,116 

601,920 

24,000 

18,201 

5,600 

合計 1,441,636 

 

6）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（単位：千円） 

債 券 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

非上場外国債券 ― 601,920 ― ― 

非上場国内債券 ― 24,000 ― ― 

合 計 ― 625,920 ― ― 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

１．取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、先物為替予約取

引であります。 

（2）取引に対する取組方針 

当社の先物為替予約取引は、将来の為替の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

（3）取引の利用目的 

当社の先物為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為

替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利

用しております。 

（4）取引に係わるリスクの内容 

先物為替予約取引は為替相場の変動によるリスクはあり

ますが、保有する外貨建債権債務の為替変動リスクを相殺

しており、全体としてリスクの軽減に寄与するものと考えてお

ります。 

なお、先物為替予約取引における取引相手先は、大手金

融機関に限定しており、相手方の契約不履行によるリスクは

ほとんどないと判断しております。 

（5）取引に係わるリスクの管理体制 

先物為替予約取引は、取引権限等を定めた社内ルール

に従い、経営本部が実行及び管理を行っております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

先物為替予約取引は、当連結会計年度中に全額決済いたし

ましたので、当会計年度末には残高はありません。 

 

１．取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

同 左 

 

（2）取引に対する取組方針 

同 左 

 

 

（3）取引の利用目的 

同 左 

 

 

（4）取引に係わるリスクの内容 

同 左 

 

 

 

 

 

 

（5）取引に係わるリスクの管理体制 

先物為替予約取引は、取引権限等を定めた社内ルール

に従い、管理部が実行及び管理を行っております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

同 左 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 

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 

退職給付引当金損金算入限度超過額 

賞与引当金損金算入限度超過額 

未払事業税 

減価償却超過額 

減損損失 

たな卸資産評価損 

繰越欠損金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

特別償却準備金 

その他有価証券差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

 

9,650千円 

11,505千円 

2,821千円 

36,364千円 

149,812千円 

260,528千円 

1,134,727千円 

    18,545千円 

1,623,956千円 

△1,600,259千円 

23,696千円 

 

  △725千円 

  △35,236千円 

  △35,962千円 

  △12,265千円 

 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

賞与引当金 

投資損失引当金 

未払事業税 

減損損失 

たな卸資産評価損 

繰越欠損金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

特別償却準備金 

その他有価証券差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

 

5,928千円 

7,428千円 

217,554千円 

3,216千円 

131,085千円 

31,976千円 

1,122,276千円 

     3,353千円 

1,522,820千円 

△1,498,699千円 

24,120千円 

 

  △209千円 

  △53,759千円 

  △53,968千円 

  △29,847千円 

 
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

との差異の原因となった主項目の内訳 

 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載して

おりません。 

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

との差異の原因となった主項目の内訳 

 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載して

おりません。 
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（退職給付会計関係） 

1) 採用している退職給付制度の概要 

     当社及び国内連結子会社は、退職金規程に基づいて、確定給付型の制度として、会社に満1年以上勤続

する従業員が退職するとき退職一時金を支給しております。なお、一部海外子会社においても確定給付型

の制度を設けております。 

 
2) 退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日現在） 

(1) 退職給付債務 △22,504千円 △19,294千円 

(2) 年金資産 3,196千円 4,058千円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △19,307千円 △15,235千円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 868千円 803千円 

(5) 未認識数理計算上の差異 △7,507千円 △7,124千円 

(6) 連結貸借対照表上の純額(3)+(4)+(5) △25,946千円 △21,556千円 

(7) 退職給付引当金 △25,946千円 △21,556千円 

（注）当社及び国内連結子会社は、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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

(1) 勤務費用 5,860千円 4,724千円 

(2) 利息費用 292千円 144千円 

(3) 期待運用収益 △36千円 △80千円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △4千円 △271千円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 － － 

(6) 退職給付費用(1)+(2)-(3)+(4)+(5) 6,112千円 4,517千円 

（注）簡便法を採用している当社及び国内連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

 

4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同 左 

(2) 割引率 3.5％ 2.5％ 

(3) 期待運用収益率 3.5％ 2.5％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 22～23年 

発生した各連結会計年
度における従業員の平均
残存勤務期間による定額
法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することと
しております。 

22年 

発生した各連結会計年
度における従業員の平均
残存勤務期間による定額
法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することと
しております。 

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 同 左 

（注）上記は、原則法を採用している一部の海外子会社にかかるものであり、当社及び国内連結子会社は、

簡便法を採用しておりますので基礎率等はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 
 
当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

 
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
 （1）ストック・オプションの内容 
 平成15年７月ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役 3名、当社監査役 1名、当社従業員 45名、 

当社子会社従業員 9名、当社従業員として採用を予定する者 1名 

ストック・オプション数 （注）１ 普通株式 1,000株 

付与日 平成15年7月22日 

権利確定条件 

対象者は、権利行使時において、当社ならびに子会社の取締役、監査役および

従業員の地位にあることを有するものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、

取締役会が特例として承認した場合にはこの限りでない。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成17年6月26日 

至 平成25年6月25日 

権利行使価格（円） 142,040円 

権利行使時の平均株価（円） － 

公正な評価単価     （注）２ － 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、 ストック・オプションの数については、株式数に換

算して記載しております。 
 
①ストック・オプションの数 

 平成15年７月ストック・オプション 

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 547 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 129 

未行使残 418 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 
（単位：千円） 

 
グラフィック
ス関連 

部材関連 
ターンキー
サービス関
連 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

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 
1,202,926  901,272  531,680 855 2,636,734 － 2,636,734

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 224 － 224 △224 －

計 1,202,926  901,272  531,905 855 2,636,958 △224 2,636,734

営業費用 1,133,073 879,438 703,432 810 2,716,754 395,698 3,112,452

営業利益 69,852 21,834 － 45 － － －

営業損失 － － 171,527 － 79,795 395,922 475,718

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
   

資産 1,396,793 376,697 191,711 － 1,965,203 3,677,454 5,642,657

減価償却費 182,044 － 45,949 － 227,994 5,050 233,044

減損損失 368,632 － 371,106 － 739,738 － 739,738

資本的支出 17,081 － 808 － 17,889 6,886 24,775

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各区分の主な事業の内容 

（1）グラフィックス関連：グラフィックスLSI、グラフィックスボード、ソフト開発等 

（2）部材関連：液晶部材等の原材料の輸出取引等 

（3）ターンキーサービス関連：LSI及びボード等の設計・製造サービス 

（4）その他：情報機器販売等 

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(401,587千円)の主なものは、管理及び営業等の費

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(3,677,454千円)の主なものは、当社での余資運用資金（現

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 
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当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 
（単位：千円） 

 
グラフィック
ス関連 

部材関連 
ターンキー
サービス関
連 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

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 
1,437,228 843,698 547,842 － 2,828,769 － 2,828,769

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 275 － 275 △275 －

計 1,437,228 843,698 548,118 － 2,829,044 △275 2,828,769

営業費用 1,146,148 821,333 576,689 － 2,544,171 171,004 2,715,176

営業利益 291,080 22,365 － － 284,873 － －

営業損失 － － 28,571 － － 171,280 113,593

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
   

資産 1,133,753 410,457 211,549 － 1,755,760 3,516,068 5,271,829

減価償却費 50,910 － 16,742 － 67,652 2,272 69,925

資本的支出 7,536 － 3,625 － 11,162 315 11,478

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各区分の主な事業の内容 

（1）グラフィックス関連：グラフィックスLSI、グラフィックスボード、ソフト開発等 

（2）部材関連：液晶部材等の原材料の輸出取引等 

（3）ターンキーサービス関連：LSI及びボード等の設計・製造サービス 

（4）その他：情報機器販売等 

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(179,138千円)の主なものは、親会社の管理部門に

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(3,516,068千円)の主なものは、当社での余資運用資金（現

金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 

 

（会計処理の変更） 

配賦不能営業費用の範囲の変更 

前連結会計年度までは、管理部門及び営業部門等に係る費用については、配賦不能営業費用として計上していました

が、当連結会計年度において、組織変更を行い、セグメント損益管理をより厳格に実施する必要性から、営業費用の態様

と配賦基準を見直した結果、営業部門等に係る費用については各セグメントに配賦し、親会社の管理部門に係る費用に

ついては配賦不能営業費用として処理することに変更しました。 

なお、変更後の配賦基準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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前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 
（単位：千円） 

 

 

グラフィック
ス関連 

部材関連 
ターンキー
サービス関
連 

その他 計 
消去又は全
社 

連結 

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 
1,202,926  901,272  531,680 855 2,636,734 － 2,636,734

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 224 － 224 △224 －

計 1,202,926 901,272  531,905 855 2,636,958 △224 2,636,734

営業費用 1,347,140 881,955 703,432 810 2,933,338 179,114 3,112,452

営業利益 － 19,317 － 45 － － －

営業損失 144,213 － 171,527 － 296,379 179,339 475,718

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
   

資産 1,398,115 376,697 191,711 － 1,966,525 3,676,132 5,642,657

減価償却費 182,643 － 45,949 － 228,593 4,451 233,044

減損損失 368,632 － 371,106 － 739,738 － 739,738

資本的支出 17,081 － 808 － 17,889 6,886 24,775

（注）１．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金額は、185,003千円であります。 

２．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、3,676,132千円であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 
（単位：千円） 

 日本 米国 台湾 その他 計 
消去又は

全社 
連結 

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 
2,009,964 348,437 278,332 － 2,636,734 － 2,636,734

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
79,906 14,062 26,873 － 120,841 △120,841 －

計 2,089,871 362,499 305,205 － 2,757,576 △120,841 2,636,734

営業費用 2,012,753 353,705 449,889 645 2,816,993 295,459 3,112,452

営業利益 77,117 8,794 － － － － －

営業損失 － － 144,683 645 59,417 416,301 475,718

Ⅱ 資産 1,893,903 41,570 158,945 580 2,095,000 3,547,657 5,642,657

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）その他… 英国領バージン諸島 

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(401,587千円)の主なものは、管理及び営業等の

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(3,677,454千円)の主なものは、当社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理に係る資産であります。 

 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 
（単位：千円） 

 日本 米国 台湾 その他 計 
消去又は

全社 
連結 

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 
2,259,750 159,954 409,065 － 2,828,769 － 2,828,769

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
49,029 14,043 207,665 － 270,738 △270,738 －

計 2,308,780 173,997 616,730 － 3,099,507 △270,738 2,828,769

営業費用 1,937,840 198,689 622,026 242 2,758,799 △43,623 2,715,176

営業利益 370,939 － － － 340,708 － －

営業損失 － 24,692 5,296 242 － 227,114 113,593

Ⅱ 資産 1,635,774 50,770 193,398 － 1,879,943 3,391,886 5,271,829

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）その他… 英国領バージン諸島 

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(179,138千円)の主なものは、親会社の管理部門

に係る費用であります。 
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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(3,516,068千円)の主なものは、当社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理に係る資産であります。 

 
（会計処理の変更） 

配賦不能営業費用の範囲の変更 

前連結会計年度までは、管理部門及び営業部門等に係る費用については、配賦不能営業費用として計上していました

が、当連結会計年度において、組織変更を行い、セグメント損益管理をより厳格に実施する必要性から、営業費用の態様

と配賦基準を見直した結果、営業部門等に係る費用については各セグメントに配賦し、親会社の管理部門に係る費用に

ついては配賦不能営業費用として処理することに変更しました。 

なお、変更後の配賦基準によった場合の前連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 
（単位：千円） 

 日本 米国 台湾 その他 計 
消去又は

全社 
連結 

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 
2,009,964 348,437 278,332 － 2,636,734 － 2,636,734

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
79,906 14,062 26,873 － 120,841 △120,841 －

計 2,089,871 362,499 305,205 － 2,757,576 △120,841 2,636,734

営業費用 2,192,116 390,926 449,889 645 3,033,576 78,876 3,112,452

営業利益 － － － － － － －

営業損失 102,245 28,426 144,683 645 276,000 199,718 475,718

Ⅱ 資産 1,893,903 42,891 158,945 580 2,096,322 3,546,335 5,642,657

（注）１．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金額は、185,003千円であります。 

２．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、3,676,132千円であります。 

 

 

３．海外売上高 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア… 台湾、韓国、中国 

（2）その他… スペイン 

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。 

 アジア 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,375,270 311,853 454 1,687,578

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  2,636,734

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
52.2 11.8 0.0 64.0
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当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア… 韓国、台湾、中国、マレーシア 

（2）その他… イタリア、イギリス、ドイツ 

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。 

 

（生産、受注及び販売の状況） 

1) 生産実績 

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。 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

期 別

項 目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 

 ％  ％

グラフィックス関連 1,176,190 68.9 1,437,874 72.3

ターンキーサービス関連 531,566 31.1 549,998 27.7

その他 855 0.0 － －

合  計 1,708,611 100.0 1,987,872 100.0

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

2) 受注状況 

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。 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

期 別

項 目 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

  

グラフィックス関連 1,342,858 147,528 1,298,050 8,350

部材関連 916,122 61,147 836,270 53,719

ターンキーサービス関連 406,357 191,677 554,948 198,783

その他 855 － － －

合  計 2,666,192 400,352 2,689,269 260,852

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 アジア 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,353,393 81,970 1,368 1,436,731

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,828,769

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
47.8 2.9 0.1 50.8
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3) 販売実績 

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。 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

期 別 

 

項 目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 

 ％  ％

グラフィックス関連 1,202,926 45.6 1,437,228 50.8

部材関連 901,272 34.2 843,698 29.8

ターンキーサービス関連 531,680 20.2 547,842 19.4

その他 855 0.0 － －

合  計 2,636,734 100.0 2,828,769 100.0

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

当社と関連当事者との取引には、開示すべき事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

当社と関連当事者との取引には、開示すべき事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 

前連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

１株当たり純資産額 84,943円78銭 １株当たり純資産額 76,006円96銭 

１株当たり当期純損失金額 31,416円10銭 １株当たり当期純損失金額 9,566円04銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

（注）１株当たり当期純損失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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

当期純損失（千円） 1,276,781 393,986 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,276,781 393,986 

期中平均株式数（株） 40,640.98 41,186.00 

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 

平成15年6月25日定時株主総会

決議及び平成15年７月14日取締

役会決議ストックオプション（新株

予約権の数547個） 

普通株式547株 

平成15年6月25日定時株主総会

決議及び平成15年７月14日取締

役会決議ストックオプション（新株

予約権の数418個） 

普通株式418株 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

Ⅰ．第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還の件 

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、平成17年12月22日発行の当社第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債について、平成19年5月10日現在における残存金額17億円の内、5億円を繰上償還するこ

とを決議いたしました。 

 

１．繰上償還の理由 

当社経常利益の黒字化に伴い、平成 19 年 3 月期においてキャッシュフローが増加し、平成 19 年 3 月末日現

在、現金及び現金同等物の残高として約 25 億円有していること等を検討し、かざか証券株式会社（以下、かざ

か証券）が保有する当社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について、社債要項「11.償還の方法およ

び期限（3）」（注 1）に基づき一部繰上償還することにいたしました。 

当該新株予約権付社債の平成 19 年 5 月 10 日現在における残存金額は 17 億円であり、その内、5 億円（注

2）を繰上償還いたしますが、当該資金につきましては、当社手許資金を充当いたします。 

 
２．繰上償還の詳細について 

（1）繰上償還銘柄    当社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（2）繰上償還日      平成19年6月11日 

（3）転換価額        53,337.2円 

当該転換社債型新株予約権付社債の社債要項に規定された転換価額の修正条項

の適用により、平成19年5月25日に当該転換価額は修正されます。 

（4）繰上償還額（注2）   5億円 

〔ご参考〕平成19年5月10日現在残高：17億円 

（5）繰上償還金額（注1）   額面100円につき金101円 

 
３．繰上償還による当社業績に与える影響について 

繰上償還金額が額面100円につき101円のため、繰上償還により 大で5百万円の費用が生じます。 

 

（注1）社債要項「11.償還の方法および期限（3）」の概要 

当社は、平成17年12月26日以降、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して償還日か

ら30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において未償還の本社債の全部または一部を

繰上償還することができます。この場合の償還価額は本社債の額面100円につき金101円となります。 

（注2）繰上償還に要する資金等について 

社債要項「12.本新株予約権の内容（5）」において、当社が前述の社債要項「11.償還の方法およ

び期限（3）」により本社債を繰上償還する場合、繰上償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了

時までかざか証券は本新株予約権を行使できるため、繰上償還に要する資金及び繰上償還額の総額

は変動する可能性があります。 
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Ⅱ．WIDE Corp.の株式取得（子会社化）の件 

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、医療機器及び航空管制等の産業用液晶モニターメー

カーである韓国のWIDE Corp.（以下、WIDE社）の発行済株式数の約45％を取得し、同社を子会社化することにつ

いて決議いたしました。 

 

１．株式取得（子会社化）の経緯と目的 

（1）株式取得（子会社化）の経緯 

WIDE社はサムスングループ出身者が中心となり、平成11年12月に韓国に設立された医療機器及び航空管制

等の産業用液晶モニターの開発･製造･販売会社で、これまで培った液晶技術を応用し、新事業として素材事業

を行ってまいりました。現在、同社は、韓国本社の他、米国現地法人、日本事務所、欧州事務所を有し、医療分

野を中心に産業用液晶モニターをワールドワイドに販売しております。当社は、平成13年11月より同社に医療機

器向けグラフィックスボードの販売を開始し、主に医療分野で取引を深耕させ、平成17年12月に同社の筆頭株

主（平成19年3月31日現在出資比率:13.5％）になっております。 

WIDE社の平成18年12月期決算において、新事業の素材事業につき、設備資金の負担が重く、量産化への追

加投資が困難なことから、同事業から撤退し、あらためて産業用液晶モニター事業に同社の経営資源を集中さ

せることになりました。素材事業からの撤退に伴い、同社に特別損失が発生し、今般、当社をはじめとする既存

株主に対し株主割当増資の依頼が寄せられました。 

（2）株式取得（子会社化）の目的 

前述の株主割当増資に対し、当社として以下の理由により積極的に対応することとし、今般、当社はWIDE社

に追加出資を行い、同社の財務基盤を強固にすると同時に同社を子会社化することといたしました。また、当社

は取締役の派遣も行う予定です。 

なお、今般の株主割当後、WIDE社は韓国の大手金融グループ等に対し第三者割当増資を行う計画であり、

事業資金を確保の上、今後、当社及びWIDE社で一体となり産業用グラフィックスシステムメーカーとして事業展

開を図ってまいります。 

①WIDE社の産業用液晶モニター事業は、当社のグラフィックス関連事業と同様に、大手企業が激しい競争を

しているテレビ及びPC等の商業用途は避け、高い技術力と高付加価値を生み出す産業用にフォーカスして

おり、既に医療分野で基盤を確立し、現在、航空管制分野に進出している他、船舶及びDTP（印刷関連）等

への展開を計画しており、両社がフォーカスしている事業領域は重複し、事業の親和性が非常に高いこと。 

②当社が画像処理を行うグラフィックス･サブシステム（グラフィックスLSI、基本ソフト〔ドライバ、ライブラリ〕並

びにボード）、WIDE社が画像表示を行う液晶モニター、と両社の製品上の補完関係は強く、産業用グラフィッ

クスシステムとして両社製品をセットもしくはモジュールとして販売することで、事業展開の相乗効果が認め

られ、顧客への訴求効果がより高まること。 

③産業用液晶モニターの中でも医療機器向け液晶モニターは、高画質、高解像度、輝度及び画質の持続性

等、特に高い技術力が要求されますが、現在、WIDE社の医療機器向け液晶モニターは、世界的な欧米の

大手医療機器メーカー等に採用されており、同社の産業用液晶モニター事業は、高い技術力により医療分

野を中心に既に事業基盤を確立していること。 

 
２．WIDE社の概要 

（1）商 号   WIDE Corp.（http://www.widecorp.com） 

（2）代 表 者   W.K.Kim 

（3）所 在 地   806-3,Yangcheong-Ri,Ochang-Myun,Cheongwon-Gun,363-883,Korea 

（4）設 立 年 月 日   1999年12月 

（5）主な事業の内容   医療及び航空管制等の産業用液晶モニターの開発･製造･販売 

（6）決 算 期   12月31日 

（7）従 業 員 数   89名（平成18年12月31日現在） 

（8）資 本 の 額   3,702,925千ウォン（474,714千円）（平成18年12月31日現在） （注1） 

（9）発行済株式数   7,405,850株（平成18年12月31日現在） 

（10）大株主の構成   当社、WIDE社の経営陣及び従業員、並びにベンチャーキャピタル等 
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（11）業績の動向（注1～4） 

 平成18年12月期 

（前期実績） 

平成19年12月期 

（当期予想） 

売上高 
16,877百万ウォン

（2,163百万円）

20,400百万ウォン

（2,615百万円）

営業利益 
△3,637百万ウォン

（△466百万円）

1,020百万ウォン

（130百万円）

税引前当期純利益
△14,773百万ウォン

（△1,893百万円）

520百万ウォン

（66百万円）

当期純利益 
△14,773百万ウォン

（△1,893百万円）

520百万ウォン

（66百万円）

総資産 
30,661百万ウォン

（3,930百万円）
－

株主資本 
3,419百万ウォン

（438百万円）
－

1株当たり配当金 － －

（注1）参考として、平成18年12月31日現在の為替レート1ウォン＝0.1282円を基準に、韓国ウォンを日本円に

換算しております。 

（注2）経常利益に該当する科目がないため、税引前当期純利益を用いております。 

（注3）平成18年12月期について、売上高は産業用液晶モニターの売上だけであり、医療機器向けが中心であ

ります。新事業の素材事業は開発のみであり費用の負担が重く、その結果、営業利益が赤字になってお

ります。また、素材事業の撤退に伴い、同事業の設備につき簿価を下回る価格で売却等を行ったことに

より特別損失を計上し、当期純損失として△14,773百万ウォン（△1,893百万円）の赤字となりました。 

（注4）平成19年12月期について、上期は素材事業の 終整理に費用がかかる予定ですが、下期以降は産業

用液晶モニター事業に経営資源が集中され、収益力も大幅に回復することが期待できます。 

 
３．株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 

普通株式   997,850株（所有割合13.5％）（注5） 

（議決権の数 997,850個）（注5） 

（2）株主割当増資及び失権株の割当により当社が取得する株式 

普通株式   8,000,000株（取得価額4,000,000千ウォン〔522百万円〕）（注7） 

（議決権の数 8,000,000個） 

（3）異動後の所有株式数 

普通株式   8,997,850株（所有割合約45％）（注5,6） 

（議決権の数 8,997,850個）（注5） 

（注5）当社出資比率には、当社子会社であるTSUNAMI2002-1号投資事業組合及びTSUNAMI2004-1号投資

事業組合によるWIDE社への出資分も勘案しております。 

（注6）株主割当増資後、WIDE社は韓国の大手金融グループ等に対し第三者割当増資を行う計画であります

が、当社は、取得済みの同社転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の一部を行使し、出資比率

40％以上を維持する予定です。なお、WIDE社は当社が議決権の40％以上を有し、かつ技術･資金等に

おいて緊密な関係にあることから、実質基準を適用し当社子会社となります。 

（注7）参考として、平成19年5月10日現在の為替レート1ウォン＝0.1306円を基準に、韓国ウォンを日本円に換

算しております。 

 
４．日 程 

平成19年5月10日     取締役会決議 

平成19年5月11日     株主割当増資の払込期日 

平成19年5月18日     失権株の割当の払込期日 

平成19年7月       株券引渡し（予定） 
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５．個別財務諸表 
 
(1) 貸借対照表 

（単位：千円） 

前事業年度 

（平成18年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

期  別 

 

科  目 金       額 構成比 金       額 構成比 増 減 

（資産の部） ％  ％

Ⅰ 流動資産  

1．現金及び預金 1,602,493 2,406,040 

2．受取手形 245,962 79,905 

3．売掛金            *3 1,048,743 1,139,712 

4．有価証券 438,136 － 

5．製品 97,972 95,915 

6．原材料  234,379 166,439 

7．仕掛品 36,505 26,352 

8．前渡金 57,121 － 

9．前払費用 5,424 － 

10．関係会社短期貸付金 58,735 59,025 

11．未収消費税 59,991 18,967 

12．その他 3,765 5,559 

貸倒引当金 △120 － 

流動資産合計 3,889,110 71.3 3,997,917 79.9 108,806

Ⅱ 固定資産  

1．有形固定資産  

（1）建物 3,671 3,671  

減価償却累計額 2,634 1,037 2,770 901 

（2）工具器具及び備品 176,093 167,733  

減価償却累計額 139,324 36,769 142,409 25,323 

有形固定資産合計 37,806 0.7 26,225 0.5 △11,581

2．無形固定資産  

（1）ソフトウェア 68,001 32,561 

（2）電話加入権 700 700 

無形固定資産合計 68,702 1.3 33,261 0.7 △35,440

3．投資その他の資産  

（1）投資有価証券 1,133,947 1,168,718 

（2）関係会社株式 284,268 99,098 

（3）その他関係会社有価証券 － 192,328 

（4）破産更生債権等 315 315 

（5）その他 38,111 23,141 

貸倒引当金 △315 △315 

投資損失引当金 － △535,320

投資その他の資産合計 1,456,327 26.7 947,966 18.9 △508,361

固定資産合計 1,562,835 28.7 1,007,452 20.1 △555,382

資産合計 5,451,946 100.0 5,005,370 100.0 △446,576
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（単位：千円） 

前事業年度 

（平成18年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

期  別 

 

科  目 金       額 構成比 金       額 構成比 増 減 

（負債の部） ％  ％

Ⅰ 流動負債  

1．買掛金 63,279 － 

2．未払金 65,745 27,314 

3．未払費用 14,087 10,859 

4．未払法人税等 8,118 9,819 

5．預り金 1,938 1,466 

6．賞与引当金 28,310 18,280 

7．その他 78 － 

流動負債合計  181,557 3.3 67,739 1.3 △113,818

Ⅱ 固定負債  

1．新株予約権付社債 *4 1,700,000 1,700,000 

2．繰延税金負債 31,350 47,873 

3．退職給付引当金 17,590 13,800 

固定負債合計 1,748,940 32.1 1,761,673 35.2 12,733

負債合計 1,930,498 35.4 1,829,413 36.5 △101,085
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（単位：千円） 

前事業年度 

（平成18年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年3月31日現在） 
対前年比 

期  別 

 

科  目 金       額 構成比 金       額 構成比 増 減 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金           *1  3,022,725 55.5 － － △3,022,725

Ⅱ 資本剰余金   

1．資本準備金 3,489,224 －  

資本剰余金合計  3,489,224 64.0 － － △3,489,224

Ⅲ 利益剰余金   

1．任意積立金   

（1）特別償却準備金   *6 1,797 －  

2．当期未処理損失 3,036,787 －  

利益剰余金合計  △3,034,990 △55.7 － － 3,034,990

Ⅳ その他有価証券評価差額金  44,731 0.8 － － △44,731

Ⅴ 自己株式           *2  △241 △0.0 － － 241

資本合計  3,521,448 64.6 － － △3,521,448

負債資本合計  5,451,946 100.0 － － △5,451,946

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1．資本金  － － 3,022,725 60.4 3,022,725

2．資本剰余金   

（1）資本準備金 － 3,489,224  

資本剰余金合計  － － 3,489,224 69.7 3,489,224

3．利益剰余金   

（1）その他利益剰余金   

特別償却準備金 *6 － 287  

繰越利益剰余金 － △3,405,658  

利益剰余金合計  － － △3,405,370 △68.0 △3,405,370

4．自己株式  － － △241 △0.0 △241

株主資本合計  － － 3,106,337 62.1 3,106,337

Ⅱ 評価・換算差額等   

1．その他有価証券評価差額金  － － 69,620 1.4 69,620

評価・換算差額等合計  － － 69,620 1.4 69,620

純資産合計  － － 3,175,957 63.5 3,175,957

負債純資産合計  － － 5,005,370 100.0 5,005,370
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(2) 損益計算書 

（単位：千円） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

対前年比 
期  別 

 

科  目 金       額 百分比 金       額 百分比 増 減 

 ％  ％

Ⅰ 売上高  

1．製品売上高 1,187,743 1,432,536  

2．商品売上高 902,127 2,089,871 100.0 843,698 2,276,234 100.0 186,363

Ⅱ 売上原価  

1．製品期首たな卸高 126,424 97,972  

2．当期製品製造原価 668,031 768,342  

3．当期商品仕入高 880,248 831,565  

合計 1,674,705 1,697,881  

4．他勘定への振替高 42,057 1,667  

5．製品期末たな卸高 97,972 95,915  

6．ソフトウェア償却費 22,000 1,556,675 74.5 22,000 1,622,298 71.3 65,623

売上総利益 533,195 25.5 653,935 28.7 120,739

Ⅲ 販売費及び一般管理費＊1､2 832,405 39.8 505,501 22.2 △326,903

営業利益（△損失） △299,209 △14.3 148,433 6.5 447,643

Ⅳ 営業外収益  

1．受取利息 1,040 3,070  

2．有価証券利息 1,656 4,530  

3．為替差益 48,533 －  

4．業務受託収入  12,000 12,000  

5．雑収入 995 64,226 3.1 1,366 20,967 0.9 △43,259

Ⅴ 営業外費用  

1．社債発行費 5,259 －  

2．保険積立金解約損 － 1,282  

3．固定資産除却損 － 938  

4．為替差損 － 882  

5．雑損失 321 5,580 0.3 4 3,108 0.1 △2,472

経常利益（△損失） △240,563 △11.5 166,293 7.3 406,856

Ⅵ 特別利益  

1．貸倒引当金戻入益 － － － 120 120 0.0 120

Ⅶ 特別損失  

1．投資損失引当金繰入額 － 535,320  

2．減損損失          *3 368,632 －  

3．たな卸資産評価損 90,820 －  

4．関係会社株式評価損 555,541 1,014,994 48.6 － 535,320 23.5 △479,673

税引前当期純損失（△） △1,255,557 △60.1 △368,907 △16.2 886,650

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,989  

法人税等調整額 △516 693 0.0 △516 1,473 0.1 779

当期純損失（△） △1,256,251 △60.1 △370,380 △16.3 885,870

前期繰越損失 1,780,536 － 

当期未処理損失 3,036,787 － 
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(3) 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 

 

損失処理計算書 

（単位：千円） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

期  別

科  目 金 額 

Ⅰ 当期未処理損失   

Ⅱ 任意積立金取崩額 3,036,787 

特別償却準備金取崩額 754 754 

合計 3,036,032 

Ⅲ 次期繰越損失 3,036,032 

 

株主資本等変動計算書 

 
当事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

(単位：千円) 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 

準備金 任意 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年3月31日残高 3,022,725 3,489,224 1,797 △3,036,787 △3,034,990 △241 3,476,717

事業年度中の変動額   

任意積立金の取崩し  △1,509 1,509 － －

当期純損失  △370,380 △370,380 △370,380

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額 
  

事業年度中の変動額合計 － － △1,509 △368,871 △370,380 － △370,380

平成19年3月31日残高 3,022,725 3,489,224 287 △3,405,658 △3,405,370 △241 3,106,337

 
評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年3月31日残高 44,731 44,731 3,521,448

事業年度中の変動額  

任意積立金の取崩し  －

当期純損失  △370,380

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額 
24,889 24,889 24,889

事業年度中の変動額合計 24,889 24,889 △345,491

平成19年3月31日残高 69,620 69,620 3,175,957
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(4) 重要な会計方針 

期 別 

項 目 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

(1)子会社株式 (1)子会社株式 １．有価証券の評価基準及び評

価方法 ……移動平均法による原価法 同 左 

 (2)その他有価証券 (2)その他有価証券 

 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 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及び償却原

価法（定額法） 

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に

規定される決算報告日に応じて入手

可能な 近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。 

移動平均法による原価法及び償却原

価法（定額法） 

 

２．デリバティブ等の評価基準及

び評価方法 

(1)デリバティブ 

……時価法 

(1)デリバティブ 

同 左 

(1)製品 (1)製品 ３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 ……移動平均法による原価法 同 左 

 (2)原材料 (2)原材料 

 ……移動平均法による原価法 同 左 

 (3)仕掛品 (3)仕掛品 

 ……移動平均法による原価法及び個別

法による原価法 

同 左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方法 

定率法 

主な耐用年数は以下の通りでありま

す。 

建物       3～15年 

工具器具及び備品 2～20年 

同 左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 特許権等 ――― 

 ７年間の均等償却によっております。  

 ソフトウェア ソフトウェア 

 市場販売目的のソフトウェアについて

は、販売可能な有効期間（3年）に基づく

定額法、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（2～5

年）に基づく定額法によっております。 

同 左 
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期 別 

項 目 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

５．重要な繰延資産の処理方法 

 

(1)社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

――― 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 売上債権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。 

同 左 

 (2)  ――― 

 

 

 

 

 

 

(2)投資損失引当金 

市場価格のない有価証券等に対し、将

来発生する可能性のある損失に備えるた

め、投資先の財政状態等を勘案し、必要と

認められる額を計上しております。 

（追加情報） 

当事業年度より投資損失引当金を計上

しております。この変更は投資先の財政状

態の一時的な悪化を適時に当社の投資勘

定に反映させ、財務内容の健全化を図るた

めに行ったものであります。この変更に伴

い、従来の方法によった場合と比較して税

引前当期純損失は535,320千円多く計上さ

れております。 

 (3)賞与引当金 (3)賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えるため、

当期に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

同 左 

 

 

(4)退職給付引当金 

同 左 

７．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

同 左 

８．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)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 同 左 

９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 同 左 
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（財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

（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（「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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31

日）に基づき、当事業年度から同会計基準及び同適用指針

を適用しております。これにより税引前当期純損失は

368,632千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）に基づき、

当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しており

ます。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,175,957千

円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

 

（表示方法の変更） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

（貸借対照表） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」（当

事業年度は44千円）は、当事業年度において資産の総額

の100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に含

めて表示することにいたしました。 

２．前事業年度まで流動資産の「その他」（前事業年度は

58,943千円）に含めて表示しておりました「未収消費税」

は、当会計年度において資産の総額の100分の１を超えた

ため、区分掲記することにいたしました。 

（貸借対照表） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「前払費用」（当

事業年度は2,339千円）は、当事業年度において資産の総

額の100分の１以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

２．「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の

適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会平

成18年9月8日 実務対応報告第20号）が適用されたことに

伴い、当事業年度から関係会社として取り扱っている投資

事業組合への出資を、関係会社株式として表示する方法

からその他関係会社有価証券として表示する方法に変更

いたしました。 

なお、前事業年度末の関係会社株式に含まれている当

該出資の額は185,169千円であります。 
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(5) 注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年3月31日現在） 

*1 授権株式数        普通株式 161,950株 

発行済株式数      普通株式  41,187.30株 

 
*2 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1.30株であり

ます。 

 
*3 関係会社に対する債権・債務 

売掛金 89,232千円

 
*4    ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 偶発債務 

株式会社朋栄から、放送機器向けグラフィックスボードの

量産製品の発注に関し750,546千円の損害賠償請求訴訟の

提起を平成17年3月3日付で当社は受けました。 

当社は、審理の過程で当社に損害賠償義務がないことを主

張し、見解の相違を正してゆく方針であります。 

 
*6 特別償却準備金は、租税特別措置法に基づいて積み立

てております。 

 
 7 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は44,731千円であります。 

 
 8 資本の欠損の金額は、3,035,231千円であります。 

*1    ――― 

 
 
 

*2    ――― 

 

 

 
*3 関係会社に対する債権・債務 

売掛金 38,834千円

 
*4 新株予約権付社債 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債1,700,000千

円であります。なお、転換価額の修正及び繰上償還につい

ては、以下のとおりであります。 

①転換価額の修正 

転換価額は当初143,000円（当該社債の発行決議日〔平成

17年12月6日〕の終値）で決定され、平成18年12月22日まで

の約1年間、転換価額の修正条項は適用されませんが、平

成18年12月22日以降、転換価額は自動的に株式時価を

ベースに毎月1回、修正が行われます。なお、転換価額の修

正の上限価額は160,011.6円、下限価額は53,337.2円であり

ます。 

②繰上償還 

当該社債には当社の選択によりいつでも行使することが可

能なコールオプション及び当該社債の割当先であるかざか証

券の選択によりいつでも行使することが可能なプットオプショ

ンが付されております。株価の状況次第では当社自身もしく

はかざか証券の選択により当該社債の全部または一部を繰

上償還することが可能となっております。 

 5    ――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*6    同  左 

 

 
 7    ――― 

 

 

 
 8   ――― 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

*1 販売費に属する費用のおおよその割合は6.0%、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は94.0%でありま

す。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

1）役員報酬 42,590千円

2）給料手当 110,211千円

3）賞与引当金繰入額 9,380千円

4）退職給付費用 1,553千円

5）研究開発費 452,445千円

6）減価償却費 5,140千円

7）報酬委託手数料 85,527千円

8）広告宣伝費 42,386千円

 
*2 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

452,445千円 

*3 減損損失 

当社は管理会計の区分を基礎に資産のグルーピングを

行っております。当会計年度において以下のグループについ

て減損処理をしました。 

 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円） 

グラフィックス関
連 の 放 送 グ ラ
フィックスグルー
プ（神奈川県横浜
市） 

放 送 グ ラ
フィックス製
品の開発 

特許権等 368,632

 
放送グラフィックスで使用している資産について、国内放送

局の大規模設備更新が当面期待できないこと等の理由から、

当会計年度にグラフィックス関連の放送グラフィックスグルー

プの事業を大幅に縮小したことに伴い、将来キャッシュ･フロー

見積期間にわたって回収可能性が認められないことから、全

額、減損損失として特別損失に計上しました。 

*1 販売費に属する費用のおおよその割合は2.9%、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は97.1%でありま

す。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

1）役員報酬 42,253千円

2）給料手当 105,872千円

3）賞与引当金繰入額 9,858千円

4）退職給付費用 2,207千円

5）研究開発費 184,423千円

6）減価償却費 4,446千円

7）報酬委託手数料 70,831千円

8）広告宣伝費 7,506千円

 
*2 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

184,423千円 

*3    ――― 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

普通株式 1.30 － － 1.30

合計 1.30 － － 1.30
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（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められている

もの以外のファイナンス・リース取引 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超える

ものがないため省略しております。 

 

２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 992千円 

１年超 3,556千円 

合計 4,548千円 

 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められている

もの以外のファイナンス・リース取引 

同  左 

 

 

２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 992千円 

１年超 2,563千円 

合計 3,556千円 

  

（有価証券関係） 

 
前事業年度（平成18年3月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当事業年度（平成19年3月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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 (税効果会計関係) 

前事業年度 

（平成18年3月31日現在） 

当事業年度 

（平成19年3月31日現在） 

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 

退職給付引当金損金算入限度超過額 

賞与引当金損金算入限度超過額 

未払事業税 

減価償却超過額 

減損損失 

たな卸資産評価損 

繰越欠損金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

特別償却準備金 

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

 

7,148千円 

11,505千円 

2,821千円 

23,586千円 

149,812千円 

36,909千円 

  936,976千円 

     1,377千円 

1,170,136千円 

△1,170,136千円 

－ 

 

  △725千円 

  △30,624千円 

  △31,350千円 

  △31,350千円 

 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

賞与引当金 

投資損失引当金 

未払事業税 

減損損失 

たな卸資産評価損 

繰越欠損金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

特別償却準備金 

その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金負債の純額 

 

5,608千円 

7,428千円 

217,554千円 

3,216千円 

131,085千円 

31,976千円 

  921,128千円 

     1,289千円 

1,319,287千円 

△1,319,287千円 

－ 

 

  △209千円 

  △47,664千円 

  △47,873千円 

  △47,873千円 

 

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

の差異の原因となった主項目の内訳 

 
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。 

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

の差異の原因となった主項目の内訳 

 
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。 
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（1株当たり情報） 

前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

１株当たり純資産額 85,501円11銭 １株当たり純資産額 77,112円54銭 

１株当たり当期純損失金額 30,910円95銭 １株当たり当期純損失金額 8,992円87銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

当事業年度 

自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

当期純損失（千円） 1,256,251 370,380 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,256,251 370,380 

期中平均株式数（株） 40,640.98 41,186 

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 

平成15年6月25日定時株主総会

決議及び平成15年７月14日取締

役会決議ストックオプション（新株

予約権の数547個） 

普通株式547株 

平成15年6月25日定時株主総会

決議及び平成15年７月14日取締

役会決議ストックオプション（新株

予約権の数418個） 

普通株式418株 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

Ⅰ．第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還の件 

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、平成17年12月22日発行の当社第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債について、平成19年5月10日現在における残存金額17億円の内、5億円を繰上償還するこ

とを決議いたしました。 

 

１．繰上償還の理由 

当社経常利益の黒字化に伴い、平成 19 年 3 月期においてキャッシュフローが増加し、平成 19 年 3 月末日現

在、現金及び現金同等物の残高として約 25 億円有していること等を検討し、かざか証券株式会社（以下、かざ

か証券）が保有する当社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について、社債要項「11.償還の方法およ

び期限（3）」（注 1）に基づき一部繰上償還することにいたしました。 

当該新株予約権付社債の平成 19 年 5 月 10 日現在における残存金額は 17 億円であり、その内、5 億円（注

2）を繰上償還いたしますが、当該資金につきましては、当社手許資金を充当いたします。 

 
２．繰上償還の詳細について 

（1）繰上償還銘柄    当社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（2）繰上償還日      平成19年6月11日 

（3）転換価額        53,337.2円 

当該転換社債型新株予約権付社債の社債要項に規定された転換価額の修正条項

の適用により、平成19年5月25日に当該転換価額は修正されます。 

（4）繰上償還額（注2）   5億円 

〔ご参考〕平成19年5月10日現在残高：17億円 

（5）繰上償還金額（注1）   額面100円につき金101円 
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３．繰上償還による当社業績に与える影響について 

繰上償還金額が額面100円につき101円のため、繰上償還により 大で5百万円の費用が生じます。 

 
（注1）社債要項「11.償還の方法および期限（3）」の概要 

当社は、平成17年12月26日以降、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して償還日か

ら30日以上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において未償還の本社債の全部または一部を

繰上償還することができます。この場合の償還価額は本社債の額面100円につき金101円となります。 

（注2）繰上償還に要する資金等について 

社債要項「12.本新株予約権の内容（5）」において、当社が前述の社債要項「11.償還の方法およ

び期限（3）」により本社債を繰上償還する場合、繰上償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了

時までかざか証券は本新株予約権を行使できるため、繰上償還に要する資金及び繰上償還額の総額

は変動する可能性があります。 

 

Ⅱ．WIDE Corp.の株式取得（子会社化）の件 

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、医療機器及び航空管制等の産業用液晶モニターメー

カーである韓国のWIDE Corp.（以下、WIDE社）の発行済株式数の約45％を取得し、同社を子会社化することにつ

いて決議いたしました。 

 

１．株式取得（子会社化）の経緯と目的 

（1）株式取得（子会社化）の経緯 

WIDE社はサムスングループ出身者が中心となり、平成11年12月に韓国に設立された医療機器及び航空管制

等の産業用液晶モニターの開発･製造･販売会社で、これまで培った液晶技術を応用し、新事業として素材事業

を行ってまいりました。現在、同社は、韓国本社の他、米国現地法人、日本事務所、欧州事務所を有し、医療分

野を中心に産業用液晶モニターをワールドワイドに販売しております。当社は、平成13年11月より同社に医療機

器向けグラフィックスボードの販売を開始し、主に医療分野で取引を深耕させ、平成17年12月に同社の筆頭株

主（平成19年3月31日現在出資比率:13.5％）になっております。 

WIDE社の平成18年12月期決算において、新事業の素材事業につき、設備資金の負担が重く、量産化への追

加投資が困難なことから、同事業から撤退し、あらためて産業用液晶モニター事業に同社の経営資源を集中さ

せることになりました。素材事業からの撤退に伴い、同社に特別損失が発生し、今般、当社をはじめとする既存

株主に対し株主割当増資の依頼が寄せられました。 

（2）株式取得（子会社化）の目的 

前述の株主割当増資に対し、当社として以下の理由により積極的に対応することとし、今般、当社はWIDE社

に追加出資を行い、同社の財務基盤を強固にすると同時に同社を子会社化することといたしました。また、当社

は取締役の派遣も行う予定です。 

なお、今般の株主割当後、WIDE社は韓国の大手金融グループ等に対し第三者割当増資を行う計画であり、

事業資金を確保の上、今後、当社及びWIDE社で一体となり産業用グラフィックスシステムメーカーとして事業展

開を図ってまいります。 

①WIDE社の産業用液晶モニター事業は、当社のグラフィックス関連事業と同様に、大手企業が激しい競争を

しているテレビ及びPC等の商業用途は避け、高い技術力と高付加価値を生み出す産業用にフォーカスして

おり、既に医療分野で基盤を確立し、現在、航空管制分野に進出している他、船舶及びDTP（印刷関連）等

への展開を計画しており、両社がフォーカスしている事業領域は重複し、事業の親和性が非常に高いこと。 

②当社が画像処理を行うグラフィックス･サブシステム（グラフィックスLSI、基本ソフト〔ドライバ、ライブラリ〕並

びにボード）、WIDE社が画像表示を行う液晶モニター、と両社の製品上の補完関係は強く、産業用グラフィッ

クスシステムとして両社製品をセットもしくはモジュールとして販売することで、事業展開の相乗効果が認め

られ、顧客への訴求効果がより高まること。 

③産業用液晶モニターの中でも医療機器向け液晶モニターは、高画質、高解像度、輝度及び画質の持続性

等、特に高い技術力が要求されますが、現在、WIDE社の医療機器向け液晶モニターは、世界的な欧米の

大手医療機器メーカー等に採用されており、同社の産業用液晶モニター事業は、高い技術力により医療分

野を中心に既に事業基盤を確立していること。 
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２．WIDE社の概要 

（1）商 号   WIDE Corp.（http://www.widecorp.com） 

（2）代 表 者   W.K.Kim 

（3）所 在 地   806-3,Yangcheong-Ri,Ochang-Myun,Cheongwon-Gun,363-883,Korea 

（4）設 立 年 月 日   1999年12月 

（5）主な事業の内容   医療及び航空管制等の産業用液晶モニターの開発･製造･販売 

（6）決 算 期   12月31日 

（7）従 業 員 数   89名（平成18年12月31日現在） 

（8）資 本 の 額   3,702,925千ウォン（474,714千円）（平成18年12月31日現在） （注1） 

（9）発行済株式数   7,405,850株（平成18年12月31日現在） 

（10）大株主の構成   当社、WIDE社の経営陣及び従業員、並びにベンチャーキャピタル等 

（11）業績の動向（注1～4） 

 平成18年12月期 

（前期実績） 

平成19年12月期 

（当期予想） 

売上高 
16,877百万ウォン

（2,163百万円）

20,400百万ウォン

（2,615百万円）

営業利益 
△3,637百万ウォン

（△466百万円）

1,020百万ウォン

（130百万円）

税引前当期純利益
△14,773百万ウォン

（△1,893百万円）

520百万ウォン

（66百万円）

当期純利益 
△14,773百万ウォン

（△1,893百万円）

520百万ウォン

（66百万円）

総資産 
30,661百万ウォン

（3,930百万円）
－

株主資本 
3,419百万ウォン

（438百万円）
－

1株当たり配当金 － －

（注1）参考として、平成18年12月31日現在の為替レート1ウォン＝0.1282円を基準に、韓国ウォンを日本円に

換算しております。 

（注2）経常利益に該当する科目がないため、税引前当期純利益を用いております。 

（注3）平成18年12月期について、売上高は産業用液晶モニターの売上だけであり、医療機器向けが中心であ

ります。新事業の素材事業は開発のみであり費用の負担が重く、その結果、営業利益が赤字になってお

ります。また、素材事業の撤退に伴い、同事業の設備につき簿価を下回る価格で売却等を行ったことに

より特別損失を計上し、当期純損失として△14,773百万ウォン（△1,893百万円）の赤字となりました。 

（注4）平成19年12月期について、上期は素材事業の 終整理に費用がかかる予定ですが、下期以降は産業

用液晶モニター事業に経営資源が集中され、収益力も大幅に回復することが期待できます。 

 
３．株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 

普通株式   997,850株（所有割合13.5％）（注5） 

（議決権の数 997,850個）（注5） 

（2）株主割当増資及び失権株の割当により当社が取得する株式 

普通株式   8,000,000株（取得価額4,000,000千ウォン〔522百万円〕）（注7） 

（議決権の数 8,000,000個） 

（3）異動後の所有株式数 

普通株式   8,997,850株（所有割合約45％）（注5,6） 

（議決権の数 8,997,850個）（注5） 

（注5）当社出資比率には、当社子会社であるTSUNAMI2002-1号投資事業組合及びTSUNAMI2004-1号投資

事業組合によるWIDE社への出資分も勘案しております。 
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（注6）株主割当増資後、WIDE社は韓国の大手金融グループ等に対し第三者割当増資を行う計画であります

が、当社は、取得済みの同社転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の一部を行使し、出資比率

40％以上を維持する予定です。なお、WIDE社は当社が議決権の40％以上を有し、かつ技術･資金等に

おいて緊密な関係にあることから、実質基準を適用し当社子会社となります。 

（注7）参考として、平成19年5月10日現在の為替レート1ウォン＝0.1306円を基準に、韓国ウォンを日本円に換

算しております。 

 
４．日 程 

平成19年5月10日     取締役会決議 

平成19年5月11日     株主割当増資の払込期日 

平成19年5月18日     失権株の割当の払込期日 

平成19年7月       株券引渡し（予定） 

 

６．その他 

（1） 役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 渡辺 信久（現 AM事業推進室長） 

 

③就任予定日 

平成19年6月26日 

 

 

 


