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定時株主総会開催予定日  平成 20 年６月 26 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20 年６月 26 日 

（百万円未満四捨五入）  

１．平成 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 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     ％

20 年３月期 3,071 8.6 △623 － △631 －  △537 － 

19 年３月期 2,829 7.3 114 － 133 －  △394 － 
 

１株当たり 潜在株式調整後 自 己 資 本 総 資 産 売 上 高  

当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率 
 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

20 年３月期 △13,039 11 －  △19.1 △13.4 △20.3 

19 年３月期 △9,566 04 －  △11.9 2.4 4.0 
(参考) 持分法投資損益    20 年３月期  －百万円   19 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 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

20 年３月期 4,168 3,003 60.0 60,741 33 

19 年３月期 5,272 3,226 59.4 76,006 96 

(参考) 自己資本       20 年３月期 2,502 百万円   19 年３月期 3,130 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 △476 1,872 △2,510 1,428 

19 年３月期 393 △15 － 2,557 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 中間期末 
第３ 

四半期末 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  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年 3 月期 －  －  －  －  0 00 － － － 
20 年 3 月期 －  －  －  －  0 00 － － － 
21 年 3 月期 
（予想） 

－  －  －  －  0 00 － － － 
 
３．平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日 ～ 平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
累計期間 

 

1,400 

 

25.1 △300 － △360 － △325

 

－ △7,891 03

通 期 3,300 7.5 △250 － △320 － △350 － △8,498 03



（株）リアルビジョン（6786） 平成 20 年３月期 決算短信 

 

 2

４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 

新規 ２社（社名 WIDE Corporation、WIDE USA Corporation） 

除外 ３社（社名 TSUNAMI2002-1 号投資事業組合、TSUNAMI2004-1 号投資事業組合、MacroTech 
Semiconductor Corporation(BVI)） 

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
 
(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   無 

〔（注）詳細は、22 ページ「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」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) 20 年３月期 41,187.30 株 19 年３月期 41,187.30 株 
②期末自己株式数          20 年３月期    1.30 株 19 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、40 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．平成 20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 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     ％

20 年３月期 1,177 △48.3 △387 － △389 －  △756 － 

19 年３月期 2,276 8.9 148 － 166 －  △370 － 
 

１株当たり 潜在株式調整後  

当期純利益 １株当たり当期純利益 

 円   銭 円   銭

20 年３月期 △18,354 02 －  

19 年３月期 △8,992 87 －  

 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

20 年３月期 2,976 2,345 78.8 56,925 48 

19 年３月期 5,005 3,176 63.5 77,112 54 

(参考) 自己資本      20 年３月期 2,345 百万円   19 年３月期 3,176 百万円 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ

をご参照ください。 
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 
当連結会計年度、当社のおかれました経営環境につき、国内経済は、前半、好調な企業業績を背景と

した堅調な設備投資や雇用環境の改善等より、全体的に緩やかに拡大しておりましたが、後半になり、
米国を中心としたサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安から急激な円高、株価の下落
などが進行し、実体経済の減速感が強まりました。一方、世界経済においても、アジア等の新興国の成
長が継続しているものの、欧米においては原油をはじめとする諸物価の高騰に加え、サブプライムロー
ン問題の拡大から景気の減速懸念がでてきました。エレクトロニクス業界につきましては、新型ゲーム
機の普及や薄型テレビ等主力のデジタル家電製品の活発な販売等、市場は拡大しているものの、欧米経
済の減速により、先行き不透明な状況となっております。 
このような状況下、当連結会計年度の売上高は、3,071,173 千円（前年同期比 8.6％増収）を計上い

たしました。その内訳といたしまして、当社グループの主力事業であるグラフィックス関連の売上高に
つき、2,078,639 千円と前年同期比 44.6％の大幅増収となりました。産業用グラフィックス事業では、
高解像度 LCD コントローラは堅調に推移し、平成 19 年 5 月に子会社化した韓国の産業用液晶モニター
メーカーの WIDE Corp.(以下、WIDE 社)についても、平成 19 年 6 月の素材事業のリストラ後、売上が回
復したことによるものであります。また、アミューズメント事業は、平成 19 年 6 月に規則改正があり
パチスロ機の需要が大幅に減退し、当社遊技機器向けグラフィックスLSIの販売は低調に終わりました。
部材関連の売上高につきましては、WIDE 社の連結に伴い同社への液晶関連の部材の売上が相殺される為、
575,367 千円と前年同期比 31.8％の減収となりました。ターンキーサービス関連の売上高につきまして
は、事業縮小により 417,166 千円と前年同期比 23.9％の減収になりました。 
一方、研究開発において、当連結会計年度の下期より新型の遊技機器向けグラフィックス LSI の開発

を開始いたしました。既存の当社遊技機器向けグラフィックス LSI は、遊技機器のコンテンツでも 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）に適しており、
大型液晶画面のパチスロ機に多く採用され、これまで順調に売上を伸長させてまいりましたが、前述の
ようにパチスロ機について平成 19 年 6 月の規則改正で射幸性が低下し、大幅にパチスロ機市場が縮小
しており、当社は、当面の間、既存の遊技機器向けグラフィックス LSI の販売が厳しくなると予想して
おります。また、パチンコ機は、大型液晶画面でムービー（ドラマや人気歌手等の実写に 2D キャラク
ター等を合成する）を高解像度で画像表示するコンテンツが主流になり、市場が活性化しておりますが、
当該コンテンツはドラマや人気歌手等の版権料がかかることに加え、高解像度化に伴うデータ量の増加
によりメモリーの搭載量が増え、製造コストが急騰しております。そこで当社は、パチンコ機市場に本
格的に参入する為、世界 高水準の圧縮技術を採用した新型の遊技機器向けグラフィックス LSI の開発
を開始いたしました。当該圧縮技術は、約 1/200 のデータ圧縮率を実現し、競合他社の遊技機器向けグ
ラフィックス LSI の約 3倍以上の圧縮率を誇ります。当該新型グラフィックス LSI を搭載したシステム
と競合他社の遊技機器向けグラフィックス LSI を搭載したシステムを比較すると、メモリーの搭載量の
減少により、製造コストを大幅に削減することが可能になります。さらに、当該新型グラフィックス LSI
は、大型液晶画面でハイビジョン画像並の画質も実現いたします。当該新型グラフィックス LSI の研究
開発により当連結会計年度の研究開発費は、341,033 千円と前年同期比 83.8％の大幅な増加となりまし
た。 
以上、売上総利益率の高いアミューズメント事業の売上が低迷する中、研究開発費の大幅な増加に加

え、WIDE 社の在庫の評価替えで 323,784 千円を売上原価として計上したことから、営業損失 623,325
千円（前年同期営業利益 113,593 千円）、経常損失 630,936 千円（前年同期経常利益 133,137 千円）と
大幅な減益となりました。 

なお、当社グループとしてグラフィックス関連の産業用グラフィックス事業及びアミューズメント

事業に経営資源を集中させる為、放送グラフィックス事業の整理及びターンキーサービス関連の縮小

（台湾の MacroTech グループの一部営業権譲渡と子会社 2 社の清算）等リストラを進めた結果、特別

利益として 112,284 千円（営業譲渡利益等）、特別損失として 163,147 千円（事業整理損失等）を計上

しております。 

その結果、当期純損失として 537,028 千円（前年同期当期純損失 393,986 千円）を計上いたしました。 

 

②通期の見通し 

次期の売上高は 3,300 百万円と当連結会計年度比 7.5％の増収を計画しております。その内訳といた

しまして、グラフィックス関連は 2,800 百万円と当連結会計年度比 34.7％の大幅増収を見込んでおり

ます。アミューズメント事業は、パチスロ機市場の低迷により、既存の遊技機器向けグラフィックス

LSI の販売が引続き厳しい状況になる見込みですが、産業用グラフィックス事業において、高解像度

LCD コントローラが引続き堅調に推移し、WIDE 社の産業用液晶モニターの販売が医療向けに加え航空

管制向けに伸長する見込みであります。部材関連は 500 百万円と当連結会計年度並を見込んでおりま

す。なお、ターンキーサービス関連は当連結会計年度において事業縮小しており、次期の売上は計画
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しておりません。 

以上、売上高は増収となりますが、新型の遊技機器向けグラフィックス LSI の開発が次期上期まで

継続し、次期下期に量産の立上げと販売活動を行う予定であり、研究開発費等販売費及び一般管理費

の負担が重く、次期は営業損失 250 百万円、経常損失 320 百万円、当期純損失 350 百万円を計画して

おります。 

なお、次期売上高に新型の遊技機器向けグラフィックス LSI の売上は含めておりません。当該新型

グラフィックス LSI について、次期は開発の完了、量産立上げ及び販売推進等と保守的に計画してお

り、売上計上は次々期を予定しております。現在、競合他社がパチンコ機の市場シェアで優位であり

ますが、圧倒的な技術的特徴を持つ当該新型グラフィックス LSI をできるだけ早期に投入し、市場シ

ェアを獲得の上、当社業績を大幅に改善させていく方針であります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末と比較し 1,103,598 千円減少し、4,168,231 千

円となりました。資産の内訳は、流動資産が 3,459,118 千円（前連結会計年度末比 747,695 千円減）、
固定資産が 709,112 千円（同 355,903 千円減）であります。流動資産の主な減少要因は、WIDE 社の子会
社化等に伴いたな卸資産が 493,697 千円増加したものの、当社第 1 回無担保転換型新株予約権付社債の
繰上償還等により現金及び預金が 1,129,642 千円減少したこと等であります。また、固定資産の主な減
少要因は、WIDE 社の子会社化等により有形固定資産が 113,440 千円、無形固定資産が 300,181 千円増加
したものの投資その他の資産が 769,524 千円減少したこと等であります。 
負債の部は、WIDE 社の子会社化に伴い短期借入金が 374,205 千円増加したものの、当社第 1 回無担保

転換型新株予約権付社債を 1,200,000 千円繰上償還したこと等により、前連結会計年度末と比較し
881,115 千円減少し、1,164,695 千円となりました。 
純資産の部は、WIDE 社の子会社化により少数株主持分が 406,247 千円増加したものの、当期純損失の

計上により利益剰余金が 536,712 千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較し 222,482 千円
減少し、3,003,536 千円となりました。 

 
②キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較し 1,129,043 千円減少し、

1,427,920 千円となりました。 
当連結会計年度のキャッシュ･フローの概況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果使用した資金は 475,872 千円となりました。これは主にたな卸資産の減少 360,164

千円等の増加要因がありましたが、税金等調整前当期純損失 681,799 千円及びその他流動負債の減少
157,550 千円等の減少要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果獲得した資金は 1,872,140 千円となりました。これは主に新規連結子会社である

WIDE 社の株式取得による収入 350,609 千円及び同社のリストラによる素材事業の売却による収入
1,441,812 千円等の増加要因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） 
財務活動の結果使用した資金は 2,509,872 千円となりました。これは短期借入金の返済による支出

768,805千円及び長期借入金の返済による支出728,308千円と当社及びWIDE社の新株予約権付社債の
償還による支出 1,359,159 千円等によるものであります。 

 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 20 年 
3 月期 

平成 19 年 
3 月期 

平成 18 年 
3 月期 

平成 17 年 
3 月期 

平成 16 年 
3 月期 

自己資本比率(％) 60.0 59.4 62.0 86.7 96.3

時価ベースの自己資本比率
(％) 19.5 49.2 78.1 87.3 137.9

債務償還年数(年) － － － － －

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 

債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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（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。 

 
（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、産業用液

晶モニターの開発・製造・販売及びターンキーサービスを主業務としております。 

当社の企業集団は、システム LSI 技術(*3)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）、グラフィックスボード、アプリ

ケーションソフト及び液晶モニターを開発し、サブシステム（*4）もしくはシステムとして製品供給を

行い、付加価値を高めております。なお、ターンキーサービス関連は当連結会計年度において大幅に縮

小しております。今後、特定用途向けグラフィックス分野でも医療機器、航空管制、船舶等の産業用グ

ラフィックス事業とアミューズメント事業に経営資源を集中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（*5）処理及びレンダリ

ング（*6）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

社はサブシステムもしくはシステムとして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
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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、サブシステムもしくは

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、グラフィックスボード、液晶モニタ

ー等ハードとドライバ、ライブラリ、アプリケーションソフト等ソフトウェアの複合製品の供給を行う

には、品質管理体制が重要になります。品質管理体制の整備が不十分な場合、当社業績に重大な影響を

及ぼすおそれがあります。 

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、航空管制及び船舶等の産業用液晶モニターの開発・製造・販売会社で

あります。同社の産業用液晶モニターは、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、高い技術力で高付加価値を生み出す産業用途にフォーカスしており、既に医療機器向けで事

業基盤を確立し、現在、航空管制、船舶に進出し、他の産業用途等への展開も計画しております。また、

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

フィックスボード並びにアプリケーションソフト）、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MacroTec Semiconductor 

Corporation(以下、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。しかしながら、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、ターンキーサービス関連は当連結会計年度において、大幅に縮小いたしま

した。今後、MacroTech 社は、台湾における当社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、グラフィックス LSI 及びグラフィックスボードについて、ファブレスメーカー（*7）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 

当社は、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行っております。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 20 年 3 月 31 日現在、取締役 4 名、監査役 3 名、従業員 84 名の規模に成長し、

米国、韓国、台湾に子会社を有しております。しかしながら、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。今後、当社は、より組織的な経営を目指し、

かつ、コンプライアンス体制を強化するため、社員の育成及び拡充を図る等の対策を行ってまいります
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が、当社業容がさらに拡大し、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。 

 

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 8 期連結 第 9 期連結 第 10 期連結 第 11 期連結 第 12 期連結 

決  算  年  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 平成 20 年 3月

売  上  高 2,009,717 1,941,821 2,636,734 2,828,769 3,071,173

経  常  損  益 △376,785 △403,944 △414,369 133,137 △623,325

当 期 純 損 益 △379,142 △347,129 △1,276,781 △393,986 △537,028

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

総  資  産  額 5,137,217 5,331,873 5,642,657 5,271,829 4,168,231

純  資  産  額 4,947,396 4,620,558 3,498,494 3,226,018 3,003,536

(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 
 
当連結会計年度において、当期純損失として 537,028 千円計上し、利益剰余金は△3,999,657 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△3,999,657 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 20 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。当社の製品また

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、製造また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 20 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 20 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、当社の製品また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 20 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、日本また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、当社また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または裁判外において、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 

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 20 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 355 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 355 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。 
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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 6 社（RVU,INC.、株式会社リアルビ

ジョン北九州、MacroTech Semiconductor Corporation、 MacroTech Semiconductor Corporation(USA)、

WIDE Corporation 及び WIDE USA Corporation）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、産業用液晶モニターの開発・製造・販売及びターンキーサービスを主業務としており

ます。また、主業務に加え、部材の原材料等の販売も行っております。なお、前連結会計年度まで連結子

会社であったMacroTech Semiconductor Corporation(BVI)､TSUNAMI2002-1号投資事業組合、TSUNAMI2004-1

号投資事業組合及び非連結子会社であった MacroTech Semiconductor Corporation(LLC)は、当連結会計年

度において清算及び解散しました。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
 
 

（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 社は平成 12 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。前述のように当連結会計期間においてターンキ

ーサービス関連は縮小させており、MacroTech 社の一部営業権譲渡を実施した他、MacroTech 

Semiconductor Corporation(BVI) 及び MacroTech Semiconductor Corporation(LLC)は平成 19 年

顧 客 

 

（注）1 

当社（開発・販売） 

 

㈱リアルビジョン北九州 

         （当社との共同開発） 

 

RVU,INC.（北米での販売） 
 

（注）２ 

MacroTech    

Semiconductor Corp. 

MacroTech  

Semiconductor Corp(USA). 

MacroTech  

Semiconductor Corp(BVI). 

MacroTech  

Semiconductor Corp(LLC). 

国内の部材関連の 

原材料製造会社 

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
） 

(注）4 

WIDE Corporation 

 

    WIDE USA 

         Corporation 

グラフィックスボード等の 

販売 

グラフィックス製品及び部材関連の原材料の販売 

 

仕 入 

（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） 

（部材関連の原材料） 

グラフィックス製品の販売 ターンキーサービスの提供 

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

出資 

出資 
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11 月に、MacroTech Semiconductor Corporation(USA)（以下、MT-USA）は平成 19 年 12 月に清算い

たしました。なお、MT-USA の資産の 終整理は次期になる見込みです。今後、MacroTech 社は台湾

における当社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。なお、平成 20 年 3

月 31 日現在の持分比率は 73.0％になります。 

 

（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。両投資事業組合は、WIDE 社に
投資しておりますが、当社が WIDE 社を子会社化したことに伴い、当社の WIDE 社に対する持分を明
確にする為、両投資事業組合を平成 19 年 11 月に解散いたしました。 

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

WIDE 社は、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･販売会社であります。WIDE USA Corporation は同社の米国における販売子会社でありま

す。なお、平成 20 年 3 月 31 日現在、当社持分比率は 39.0％になりますが、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すれば、当社の持分比率は 40％以上で維持されま

す。加えて、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

しております。 

 

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）、ボード、アプリケーションソフト及び液晶モ

ニターを開発し、サブシステムもしくはシステムとして製品供給を行い、付加価値を高めております。

今後、特定用途向けグラフィックス分野でも医療機器、航空管制、船舶等の産業用グラフィックス事業

とアミューズメント事業に経営資源を集中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。 

1）産業用グラフィックス事業 

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

ード及びアプリケーションソフト）、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、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、高い技術力で高付加

価値を生み出す産業用途にフォーカスしており、既に医療機器向けで事業基盤を確立しております。現

在、航空管制及び船舶向けに進出している他、今後、他の産業用途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。 
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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。当該

グラフィックス LSI は遊技機器のコンテンツでも 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）に適しており、大型液晶画面のパチスロ機に多く採用され、こ

れまで順調に売上を伸長させてまいりました。ところが、パチスロ機について平成 19 年 6 月の規則改

正で大幅に射幸性が低下し、年間約 150 万台の需要が大幅に減少している模様で、当面の間、当該グラ

フィックス LSI は販売が厳しくなると当社では予想しております。 

一方、パチンコ機は年間約 400 万台の需要を維持しており、大型液晶画面でムービー（ドラマや人気

歌手等の実写に 2D キャラクター等を合成する）を高解像度で画像表示するコンテンツが主流になって

きておりますが、当該コンテンツはドラマや人気歌手等の版権料がかかることに加え、高解像度化に伴

うデータ量の増加によりメモリーの搭載量が増え、製造コストが急騰しております。 

そこで当社は、パチンコ機市場に本格的に参入する為、世界 高水準の圧縮技術を採用した新型の遊

技機器向けグラフィックス LSI の開発を現在、進めております。当該圧縮技術は、約 1/200 のデータ圧

縮率を実現し、競合他社製品の約 3倍以上の圧縮率を誇ります。新型のグラフィックス LSI はその圧縮

技術により、メモリーの搭載量を大幅に削減しシステムコストを抑制した上、大型液晶画面でハイビジ

ョン画像並の画質を実現いたします。 

次期上期までに新型の遊技機器向けグラフィックス LSI の開発を完了させ、早期に販売を開始する方

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。 

 

（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、アプリケーショ

ンソフト及び液晶モニターを開発し、サブシステムもしくはシステムとして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、グラフィックス LSI 及びグラフィックスボードについて、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。 
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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 20 年 3 月 31 日現在、取締役 4 名、監査役 3 名、従業員 84 名の規模に成長し、

米国、韓国、台湾に子会社を有しております。しかしながら、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。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  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。 

 

【＊4  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）、ボード及びアプリケーションソフトまでを含むシス

テムを指す。 

 

【＊5  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。 

 

【＊6 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。 

 

【＊7  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。 
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４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

 
 前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 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  2,538,763  1,409,120

2. 受取手形及び売掛金  1,282,922  1,287,622

3. 有価証券  18,201  18,800

4. たな卸資産  317,843  811,540

5. その他  49,083  107,419

貸倒引当金  －  △175,385

流動資産合計  4,206,813 79.8  3,459,118 83.0

Ⅱ 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物  3,671 12,797 

減価償却累計額  2,770 901 2,066 10,731

(2) 車両運搬具  － 4,481 

減価償却累計額  － － 2,951 1,530

(3) 工具器具備品  200,703 438,968 

減価償却累計額  161,156 39,546 297,341 141,627

有形固定資産合計  40,448 0.8  153,888 3.7

2. 無形固定資産   

(1) のれん  －  153,425

(2) ソフトウェア  32,549  16,458

(3) 電話加入権  700  700

(4) その他  －  162,846

無形固定資産合計  33,249 0.6  333,430 8.0

3. 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,441,636  55,247

(2) 繰延税金資産  24,120  －

(3) その他 ※1 61,196  166,545

貸倒引当金  △315  －

投資損失引当金  △535,320  －

投資その他の資産計  991,318 18.8  221,793 5.3

固定資産合計  1,065,015 20.2  709,112 17.0

資産合計  5,271,829 100.0  4,168,231 100.0

 



（株）リアルビジョン（6786） 平成 20 年３月期 決算短信 

 

 14

 
 前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 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

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1. 支払手形及び買掛金  144,595  41,784

2. 短期借入金  －  374,205

3. 賞与引当金  22,055  16,430

4. 製品保証引当金  －  18,417

5. 返品調整引当金  －  1,234

6. その他  103,635  149,479

流動負債合計  270,285 5.1  601,551 14.4

Ⅱ 固定負債   

1. 新株予約権付社債 ※2 1,700,000  500,000

2. 繰延税金負債  53,968  －

3. 退職給付引当金  21,556  63,143

固定負債合計  1,775,524 33.7  563,143 13.5

負債合計  2,045,810 38.8  1,164,695 27.9

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1. 資本金  3,022,725 57.3  3,022,725 72.5

2. 資本剰余金  3,489,224 66.2  3,489,224 83.7

3. 利益剰余金  △3,462,944 △65.7  △3,999,657 △95.9

4. 自己株式  △241 △0.0  △241 △0.0

株主資本合計  3,048,762 57.8  2,512,050 60.3

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  △5,875 △0.2

2. 為替換算調整勘定  11,682 0.2  △4,482 △0.1

評価・換算差額等合計  81,660 1.6  △10,357 △0.3

Ⅲ 少数株主持分  95,596 1.8  501,843 12.1

純資産合計  3,226,018 61.2  3,003,536 72.1

負債純資産合計  5,271,829 100.0  4,168,231 100.0
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(2)連結損益計算書 

 

 前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  2,828,769 100.0  3,071,173 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 2,096,914 74.1  2,591,713 84.4

売上総利益  731,855 25.9  479,459 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2、3 618,261 21.9  1,102,784 35.9

営業利益（△損失）  113,593 4.0  △623,325 △20.3

Ⅳ 営業外収益           

1. 受取利息  8,833 12,098 

2. 受取配当金  － 2,716 

3. 為替差益  565  －  
4. 業務受託収入  12,000  5,000  
5. 雑収入  1,874 23,273 0.8 6,779 26,594 0.9

Ⅴ 営業外費用     
1. 支払利息  － 20,009 

2. 保険積立金解約損  1,282 1,758 

3. 為替差損  － 3,232 

4. 固定資産除却損  1,452 1,928 

5. 雑損失  995 3,729 0.1 7,277 34,206 1.1

経常利益（△損失）  133,137 4.7  △630,936 △20.5

Ⅵ 特別利益   

1. 営業譲渡利益  － 58,825 

2. 補償金収入  － 15,571 

3. 貸倒引当金戻入益  120 － 

4. 持分変動利益  － 37,887 

5. その他  － 120 0.0 － 112,284 3.6

Ⅶ 特別損失             

1. 事業整理損失  － 42,136 

2. 投資有価証券評価損  － 36,259 

3. 子会社事務所移転費用  － 27,362 

4. たな卸資産評価損  － 22,900 

5. 社債償還損  － 21,551 

6. 投資損失引当金繰入額  535,320 － 

7. その他  － 535,320 18.9 12,936 163,147 5.3

税金等調整前当期純損

失 
 402,063 △14.2  681,799 △22.2

法人税、住民税及び事業

税 
 2,423  1,633  

法人税等調整額  △516 1,907 0.1 23,445 25,078 0.8

少数株主損失  9,983 0.4  169,849 △5.5

当期純損失  393,986 △13.9  537,028 △17.5
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（3）連結株主資本等変動計算書 
前連結会計年度（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

 

当連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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 19 年 3 月 31 日残高 3,022,725 3,489,224 △3,462,944 △241 3,048,762

連結会計年度中の変動額  

当期純損失 △537,028  △537,028

連結除外に伴う利益剰余金増加高 316  316

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 － － △536,712 － △536,712

平成 20 年 3 月 31 日残高 3,022,725 3,489,224 △3,999,657 △241 2,512,050

 

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 19 年 3 月 31 日残高 69,977 11,682 81,660 95,596 3,226,018

連結会計年度中の変動額  

当期純損失  △537,028

連結除外に伴う利益剰余金増加高  316

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△75,853 △16,164 △92,017 406,247 314,229

連結会計年度中の変動額合計 △75,853 △16,164 △92,017 406,247 △222,482

平成 20 年 3 月 31 日残高 △5,875 △4,482 △10,357 501,843 3,003,536
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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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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損失 △402,063 △681,799 

減価償却費 19,782 61,466 

無形固定資産償却額 37,642 57,807 

のれん償却額 － 13,767 

貸倒引当金の増減額 △120 16,760 

投資損失引当金の増減額 535,320 － 

賞与引当金の増減額 △11,730 △5,552 

製品保証引当金の増減額 － 5,601 

返品調整引当金の増減額 － △4,759 

退職給付引当金の増減額 △4,508 △10,613 

受取利息及び受取配当金 △8,833 △14,814 

為替差損益 400 765 

支払利息 － 20,009 

保険積立金解約損 － 1,758 

営業譲渡益 － △58,825 

補償金収入 － △15,571 

持分変動利益 － △37,887 

投資有価証券評価損 － 36,259 

子会社事務所移転費用 － 27,362 

社債償還損 － 21,551 

売上債権の増減額 34,596 7,900 

たな卸資産の増減額 63,123 360,164 

前渡金の増減額 45,793 26,730 

未収入金の増減額 463 45,068 

仕入債務の増減額 16,332 △108,119 

その他流動資産の増減額 45,448 △22,675 

前受金の増減額 28,008 △59,888 

その他流動負債の増減額 △41,072 △157,550 

その他 27,224 34,941 

小計 385,809 △440,142 

利息及び配当金の受取額 9,050 15,848 

利息の支払額 － △48,807 

法人税等の支払額 △1,771 △2,769 

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,087 △475,872 
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 前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  

定期預金の払戻しによる収入 － 168,854 

有形固定資産の取得による支出 △13,837 △111,880 

無形固定資産等の取得による支出 △2,201 △16,660 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入 
※2 － 350,609 

敷金・保証金の支出  － △6,794 

事業の譲渡による収入 ※3 － 1,441,812 

補償金の収入 － 15,571 

保険積立金解約による収入 － 9,130 

その他 1,259 21,498 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,779 1,872,140 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加による収入 － 87,803 

短期借入金の返済による支出 － △768,805 

長期借入金の返済による支出 － △728,308 

少数株主からの払込による収入 － 276,383 

新株予約権付社債の償還による支出 － △1,359,159 

その他 － △17,786 

財務活動によるキャッシュ・フロー － △2,509,872 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 426 △15,439 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 378,735 △1,129,043 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,178,229 2,556,964 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,556,964 1,427,920 
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（5）注記事項等 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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 

(1)連結子会社の数   6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) 

WIDE Corporation 

WIDE USA Corporation 

  WIDE Corporation、 

WIDE USA Corporation 

については、当連結会計年度においてWIDE 

Corp.株式の取得によって新たに子会社となっ

たため、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。 

なお、TSUNAMI2002-1号投資事業組合、

TSUNAMI2004-1号投資事業組合については、

当連結会計年度において解散したため、また、

MacroTech Semiconductor Corporation(BVI)に

ついては、当連結会計年度において清算したた

め、連結の範囲から除いております。 

 (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。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

MacroTech Semiconductor Corporation(LLC) 

については、当連結会計年度において清算した

ため、非連結子会社から除いております。 

 

 

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。 

持分法を適用していない非連結子会社は、当

連結会計年度において清算したため、持分法の

適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度に関す

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。 

連結子会社のうち、MacroTech Semiconductor 

Corporation、MacroTech Semiconductor 

Corporation(USA)、WIDE Corporation、WIDE 

USA Corporation.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４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。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

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） 

(ﾛ)デリバティブ 

時価法 

 

(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 

同 左 

 

(ﾛ)デリバティブ 

同 左 

 (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

(ﾊ)たな卸資産 

製 品 

同 左 

 

 

原材料 

同 左 

 

 

仕掛品 

同 左 

(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 

 

 

(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 

（追加情報） 

当連結会計年度より法人税法の改正に伴

い、従前より所有している有形固定資産の残存

価額については、5年間の均等償却を行う方法

を採用しております。これに伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

 (ﾛ)無形固定資産 

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 

ソフトウェア 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

(3) 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。 

(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。 

(ﾛ)    ――― 

 

 (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 

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

金資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

なお、当社及び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、海外連

結子会社の退職給付制度終了に伴い、当連

結会計年度において一括して取崩しておりま

す。 

 (ﾎ)    ――― (ﾎ)製品保証引当金 

販売が終了している製品に対する保証費用

の発生に備えるため、保証期間内での過去の

実績に基づく見込額を計上しております。 

 (ﾍ)    ――― (ﾍ)返品調整引当金 

製品の返品による損失に備えるため、過

去の返品実績率に基づく返品損失見込額を

計上しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

(4) 研究開発費の処理方法 ――― 研究開発費は発生時に費用処理しております

が、WIDE Corporationについては、一定の条件を

全て満たす研究開発費は資産計上し、関連製品

の生産時点から5年で償却しております。なお、当

連結会計年度末の当該残高は、162,846千円であ

り、無形固定資産「その他」に含めて表示しており

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 

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、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計

上しております。 

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。 

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。 

(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．のれんの償却に関する事項 ――― のれんは10年間の定額法により償却しておりま

す。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

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 
（会計方針の変更） 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

（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。 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

法人税法等の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に

伴い、当連結会計年度から、平成19年4月1日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定

する償却方法に基づき、減価償却費を計上しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

※1                 ――― ※1 仮差押えに係る供託金 

 80,864千円

(665,000千ウォン)

WIDE Corp.は平成20年1月15日付けで個人より105,427

千円（867,000千ウォン）の代理返済請求訴訟を受けまし

た。同社は審理の過程で同社に代理返済義務がないことを

主張し、見解の相違を正してゆく方針であります。 

※2 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 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500,000千

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 

同 左 

 

 

 

 

 

 

②繰上償還 

同 左 

 



（株）リアルビジョン（6786） 平成 20 年３月期 決算短信 

 

 24

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

※1                 ――― 

 
 

※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額

であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

 323,784 千円
 

※2 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 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 215,117千円

(2)賞与引当金繰入額 8,670千円

(3)退職給付費用 11,041千円

(4)研究開発費 341,033千円

(5)貸倒引当金繰入額 17,248千円

(6)のれん償却額 13,767千円
 

※3 一般管理費に含まれる研究開発費 

 185,590千円
 

※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 367,931千円
 

 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（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 

新株予約権（注） 
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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当連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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 

新株予約権（注） 
普通株式 24,937.03 6,935.65 22,498.36 9,374.32 －

合計 － 24,937.03 6,935.65 22,498.36 9,374.32 －

（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．当連結会計年度減少は、転換社債型新株予約権付社債の一部償還によるものであります。 
４．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 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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19年3月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定 2,538,763

有価証券勘定 18,201

現金及び現金同等物 2,556,964
 

※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20年3月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定 1,409,120

有価証券勘定 18,800

現金及び現金同等物 1,427,920
 

※2                 ――― 

 

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内容 

株式の取得により新たにWIDE Corp.他1社を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

WIDE Corp.株式の取得価額とWIDE Corp.取得による支

出（純額）との関係は次のとおりであります。 

（千円） 

流動資産 3,866,997

固定資産 387,843

のれん 188,614

流動負債 △1,864,488

固定負債 △1,538,953

少数株主持分 △464,042

連結開始時の当社持分 △48,813

WIDE Corp.株式の取得価額 527,156

新規連結子会社の現金及び
現金同等物 877,765

新規連結子会社の取得によ
る収入 350,609

 

※3                 ――― 

 

※3 事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内容 

当社の連結子会社であるWIDE Corp．の素材事業の事

業譲渡により減少した資産及び負債の主な内容は次のと

おりであります。 

（千円） 

流動資産 1,378,336
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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）

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．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 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 

 １年超              

 合計         

986千円 

                  ―   

986千円 

該当事項はありません。 

（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、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

3,109千円 

2,974千円 

46千円 

支払リース料 

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

994千円 

958千円 

7千円 

（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。 

（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 

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。 

（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 

２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

 １年内 

 １年超              

 合計         

992千円 

            2,563千円 

3,556千円 

 １年内 

 １年超              

 合計         

992千円 

            1,571千円 

2,563千円 
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（有価証券関係） 
前連結会計年度末（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。 

 
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 1,459,837  

 
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） 
 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 

1.債券     

(1)非上場外国債券 ― 601,920 ― ― 

(2)非上場国内債券 ― 24,000 ― ― 

合  計 ― 625,920 ― ― 

 
当連結会計年度末（平成 20 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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 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 

マネー・マネージメント・ファンド 

 

55,247 

18,800 

 

合  計 74,047  

（注）  当連結会計年度において、有価証券について 36,259 千円（その他有価証券で非上場国内債券 24,000 千円、

非上場外国株式 6,659 千円、非上場国内株式 5,600 千円）減損処理を行っております。 

 
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 

該当はありません。 

 
（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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、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 

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 

同 左 
 

 

２．取引の時価等に関する事項 

同 左 
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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 19 年 3 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

(1)退職給付債務 △19,294 千円 △78,837 千円

(2)年金資産 4,058 千円 15,693 千円

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2) △15,235 千円 △63,143 千円

(4)会計基準変更時差異の未処理額 803 千円 －

(5)未認識数理計算上の差異 △7,124 千円 －

(6)連結貸借対照表上の純額(3)+(4)+(5) △21,556 千円 △63,143 千円

(7)退職給付引当金 △21,556 千円 △63,143 千円

（注）当社及び連結子会社は、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 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日）

(1)勤務費用 4,724 千円 32,722 千円

(2)利息費用 144 千円 －

(3)期待運用収益 △80 千円 －

(4)会計基準変更時差異の費用処理額 △271 千円 －

(5)数理計算上の差異の費用処理額 － －

(6)退職給付制度終了益 － △10,976 千円

(7)退職給付費用(1)+(2)-(3)+(4)+(5)+(6) 4,517 千円 21,746 千円

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

２．前連結会計年度末における「会計基準変更時差異の未処理額」及び「未認識数理計算上の差異」は、「退職

給付制度終了益」に含めて計上しております。 

３．「退職給付制度終了益」については、連結子会社の事業整理損失との純額を特別損失の「その他」に含めて計

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 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 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 ― 

(2)割引率 2.5％ ― 

(3)期待運用収益率 2.5％ ― 

(4)数理計算上の差異の処理年数 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 ― 

（注） 上記の原則法を採用していた一部の海外子会社については、当連結会計年度において退職給付制度を終了してお

ります。なお、当社及び連結子会社は、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） 
前連結会計年度（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日） 
 
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 

(提出会社) 
 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。 
 
ストック・オプションの数 

 （提出会社） 
 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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当連結会計年度（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日） 
  

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

 

２．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 

会社名 提出会社 

 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人数 
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 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注） 
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 

 

会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 16 年 3月ストック･オプション 平成16年12月ストック･オプション

付与対象者の区分及び数 

当会社取締役 3 名、 

当会社監査役 1 名、 

当会社従業員 36 名、 

当会社子会社取締役 1 名 

当会社取締役 1 名、 

当会社監査役 1 名、 

当会社従業員 25 名、 

当会社子会社従業員 2 名 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注） 
普通株式 801,410 株 普通株式 14,500 株 

付与日 平成 16 年 3月 31 日 平成 16 年 12 月 23 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。 

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。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
付与日から 2 年を経過する日から 5

年以内。 

付与日から 2 年を経過する日から 5

年以内（但し付与日から 2 年を経過

した日に付与されたストック･オプ

ションの 50％、3年を経過後 75％、

4 年を経過した日から 100％の範囲

内で行使可能となる）。 
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会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 17 年 3月ストック･オプション 平成 18 年 3月ストック･オプション

付与対象者の区分及び数 

当会社取締役 4 名、 

当会社監査役 1 名、 

当会社従業員 56 名、 

当会社子会社取締役 1 名、 

当会社子会社従業員 11 名 

当会社取締役 2 名、 

当会社監査役 2 名、 

当会社従業員 35 名、 

当会社子会社従業員 1 名、 

当社取締役 2 名 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注） 
普通株式 415,000 株 普通株式 250,000 株 

付与日 平成 17 年 3月 30 日 平成 18 年 3月 31 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。 

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。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 

付与日から 2 年を経過する日から 5

年以内（但し付与日から 2 年を経過

した日に付与されたストック･オプ

ションの 50％、3年を経過後 75％、

4 年を経過した日から 100％の範囲

内で行使可能となる）。 

付与日から 2 年を経過する日から 5

年以内 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

（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 

会社名 提出会社 

 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 418 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 63 

未行使残 355 
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会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 16 年 3月ストック･オプション 平成16年12月ストック･オプション

権利確定前（株）   

前連結会計年度末 － 2,000 

付与 － － 

失効 － 750 

権利確定 － 625 

未確定残 － 625 

権利確定後（株）   

前連結会計年度末 137,410 2,000 

権利確定 － 625 

権利行使 － － 

失効 500 750 

未行使残 136,910 1,875 

 

会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 17 年 3月ストック･オプション 平成 18 年 3月ストック･オプション

権利確定前（株）   

前連結会計年度末 207,890 224,000 

付与 － － 

失効 19,860 22,000 

権利確定 95,515 － 

未確定残 92,515 202,000 

権利確定後（株）   

前連結会計年度末 － － 

権利確定 95,515 － 

権利行使 － － 

失効 3,000 － 

未行使残 92,515 － 

 
 ②単価情報 

会社名 提出会社 

 平成 15 年７月ストック・オプション 

権利行使価格（円） 142,040 円 

権利行使時の平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価  

（注） 
－ 

 

会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 16 年 3月ストック･オプション 平成16年12月ストック･オプション

権利行使価格（ウォン） 2,000 ウォン 7,500 ウォン 

権利行使時の平均株価（ウォン） － － 

付与日における公正な評価単価  

（注） 
－ － 
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会社名 連結子会社（WIDE Corporation） 

 平成 17 年 3月ストック･オプション 平成 18 年 3月ストック･オプション

権利行使価格（ウォン） 7,500 ウォン 5,000 ウォン 

権利行使時の平均株価（ウォン） － － 

付与日における公正な評価単価  

（注） 
－ － 

（注）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。 

 

（税効果会計関係） 
前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 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 

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 

繰延税金資産（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 

 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

賞与引当金 

貸倒引当金 

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 

 

 

20,672 千円 

6,677 千円 

126,288 千円 

2,519 千円 

88,773 千円 

97,292 千円 

2,198,073 千円 

     46,909 千円 

2,587,207 千円 

△2,587,207 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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（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 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 

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

営業利益又は営業損失（△） 291,080 22,365 △28,571 284,873 △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 

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。 
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当連結会計年度（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 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 

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 2,078,639 575,367 417,166 3,071,173 － 3,071,173

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － －

計 2,078,639 575,367 417,166 3,071,173 － 3,071,173

営業費用 2,568,275 564,942 398,876 3,532,093 162,404 3,694,498

営業利益又は営業損失（△） △489,636 10,425 18,290 △460,920 △162,404 △623,325

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
  

資産 2,742,875 55,247 118,888 2,917,012 1,251,218 4,168,231

減価償却費 178,936 － 16,310 195,246 4,659 199,906

資本的支出 111,196 － － 111,196 13,389 124,586

（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、産業用液晶モニターの販売

等 

（2）部材関連：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 

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(168,737 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(1,251,218 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。 

６．「連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」（会計方針の変更）に記載のとおり、法人税法等の改正（（所

得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年 3 月 30 日 法律第 6 号）及び（法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令第 83 号））に伴い、当連結会計年度から、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する償却方法に基づき、減価償却費を計上しており

ます。なお、この変更による営業損益に与える影響は軽微であります。 
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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 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

営業利益又は営業損

失（△） 
370,939 △24,692 △5,296 △242 340,708 △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。 

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。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 年 3 月 31 日） 
（単位：千円） 

 日本 米国 台湾 韓国 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 
1,003,488 728,471 358,715 980,497 3,071,173 － 3,071,173

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
173,266 14,485 55,013 515,127 757,893 △757,893 －

計 1,176,754 742,957 413,729 1,495,625 3,829,066 △757,893 3,071,173

営業費用 1,402,040 735,360 399,462 1,808,843 4,345,706 △651,208 3,694,498

営業利益又は営業損

失（△） 
△225,285 7,597 14,266 △313,218 △516,640 △106,685 △623,325

Ⅱ．資産 1,311,992 374,988 114,733 1,619,884 3,421,599 746,632 4,168,231

（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．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(168,737 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。 

３．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(1,251,218 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。 

４．当連結会計年度より、新規連結子会社の取得により「韓国」を表示しております。 
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３．海外売上高 

前連結会計年度（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。 

 
当連結会計年度（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 20 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、中国等 

（2）欧州 … イギリス、ロシア、スペイン等 

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。 

４．当連結会計年度より、連結売上高に占める割合が 10%を超えたため、「欧州」を表示しております。 

 

（関連当事者との取引） 
前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4 月 1日 至平成 20 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。 
 

 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

 アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,464,992 698,779 407,065 29,344 2,600,182

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,071,173

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
47.7 22.8 13.2 1.0 84.7
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（1 株当たり情報） 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 
76,006円96銭 

１株当たり純資産額  
60,741円33銭 

１株当たり当期純損失 
9,566円04銭 

１株当たり当期純損失 
13,039円11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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

当期純損失（千円） 393,986 537,028 

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） 393,986 537,028 

期中平均株式数（株） 41,186 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 418 個） 

普通株式 418 株 

第 1回新株予約権付社債（目的とな

る株式の数普通株式 24,937.03 株）

(平成 19 年 3 月 31 日現在) 

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 355 個） 

普通株式 355 株 

第 1回新株予約権付社債（目的とな

る株式の数普通株式 9,374.32 株）

(平成 20 年 3 月 31 日現在) 
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（重要な後発事象） 
前連結会計年度（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 1,700,000 千

円の内、500,000 千円を繰上償還することを決議し、平成 19 年 6 月 11 日に 500,000 千円を繰上償還

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、当社の現金及び預金の残高として 2,406,040 千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）に基づき一部繰上償還いたしました。 

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 1,700,000 千円であり、その

内、500,000 千円を繰上償還いたしましたが、当該資金につきましては、当社手許資金を充当いたし

ました。 

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 

（4）繰上償還額    500,000 千円 

（5）繰上償還金額（注） 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 5,000 千円の費用が生じました。 
 
（注）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。 
 

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し、平成 19 年 5 月 18 日に同社の株式を取得の上、子会社といたしま

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
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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 

（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（△損失） 
△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（△純損失） 
△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（△純損失） 
△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） 
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（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 
 
Ⅲ．当社子会社 MacroTech 社の営業権の一部譲渡の件 

当社子会社である MacroTech Semiconductor Corporation（以下、MacroTech 社）は、平成 19 年 6

月 14 日開催の取締役会において、営業権の一部を台湾の同業者である Alchip Technologies,Inc.（以

下、Alchip 社）に譲渡することについて決議いたしました。 
 

１．営業権一部譲渡の理由 

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。現在、MacroTech 社は、世界のデジタル家電の開発・製造拠点として急成長している

日本、中国、台湾、韓国を中心にターンキーサービスを推進しておりますが、競合他社との競争が厳

しく、事業拡大が困難な状況にあります。 

一方、当社は、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 Corp.を子会社化

いたしました。同社の子会社化に伴い、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）から表示機器までセットにしたグラ

フィックスシステムとして製品供給を行う計画であります。従い、当社グループとして、今後、産業

用グラフィックスに注力し事業を拡大させて行く方針であります。 

 以上より、当社グループとして、ターンキーサービス事業を縮小させ、経営資源を産業用グラフ

ィックス事業に集中させる為、今般、MacroTech 社の営業権の一部を台湾の同業他社である Alchip

社に譲渡することにいたしました。なお、MacroTech 社は、今後、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。 
 

２．営業権一部譲渡の内容 

（1）譲渡対象の内容 

MacroTech 社の既存顧客の内、３社の営業権 

（2）譲渡対象の平成 18 年 12 月期における経営成績（注 1） 

 譲渡対象(a) MacroTech 社実績(b) 比率(a/b) 

売上高 
37,081 千台湾ドル 
（135,382 千円）  

179,680 千台湾ドル 
（656,007 千円） 

20.6％ 

（注 1）参考として、平成 18 年 12 月 31 日現在の為替レート 1 台湾ドル＝3.651 円を基準に、

台湾ドルを日本円に換算しております。 

（3）譲渡資産、負債の項目及び金額 
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該当事項はございません。 

（4）譲渡価額及び決済方法 

譲渡価額：US$500 千（61,400 千円）（注 2） 

決済方法：現金決済 

（注 2）参考として、平成 19 年 6 月 14 日現在の為替レート 1 ドル＝122.80 円を基準に、米国

ドルを日本円に換算しております 

３．営業権一部譲渡先の概要 

（1） 商 号  Alchip Technologies,Inc.（http://www.alchip.com） 

（2） 代 表 者  Kinying Kwan 

（3） 所 在 地  中華民国台北市 

（4） 設 立 年 月 日  2002 年 8 月 

（5） 主な事業の内容  半導体のレイアウト設計及びターンキーサービス 

（6） 資 本 金  8,443 千台湾ドル（30,828 千円）（平成 18 年 12 月 31 日現在）（注 3） 

（7） 従 業 員 数  159 名（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

（8） 売 上 高  1,389,738 千台湾ドル（5,073,888 千円）（平成 18 年 12 月期決算）（注 3） 

（注 3）参考として、平成 18 年 12 月 31 日現在の為替レート 1 台湾ドル＝3.651 円を基準に、

台湾ドルを日本円に換算しております。 

４．日 程 

平成 19 年 6 月 14 日     MacroTech 社の取締役会決議及び営業権一部譲渡契約の締結 

平成 19 年 6 月 29 日     営業権一部譲渡承認の MacroTech 社の臨時株主総会 

平成 19 年 7 月   2 日     営業権一部譲渡日（予定） 
５．業績に与える影響 

本件営業権一部譲渡により、特別利益として US$500 千（61,400 千円）が生じますが、ターンキー

サービス関連の縮小に伴い、リストラ費用等が発生する見込みであります。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3 月 31 日） 

Ⅰ．WIDE Corp.（以下、WIDE 社）の既存ストック･オプションの失効と新規ストック･オプション発行の件 

当社子会社の WIDE 社は、既存ストック･オプションの行使価格が同社の現在の本源的価値と乖離し

ており、また、当社子会社化後、あらためて会社業績向上に対する取締役及び従業員の意欲や士気を

高めるため、既存ストック･オプションを平成 20 年 3 月に全て失効させ、平成 20 年 3 月 28 日に開催

した同社定時株主総会で以下内容のストック･オプションを新規に発行いたしました。 
 

１.新規に発行したストック・オプションの内容 

付与対象者の区分及び数 

当会社取締役 3 名、 

当会社従業員 40 名、 

当会社子会社取締役 1 名、 

当会社子会社従業員 3 名 

ストック・オプション数 （注） 普通株式 2,288,914 株 

付与日 平成 20 年 3月 28 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。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 

付与日から 2 年を経過する日から 5

年以内（但し付与日から 2 年を経過

した日に付与されたストック･オプ

ションの 343,914 株及び 1,945,000

株の 50％、3 年を経過後 1,945,000

株の 75％、4 年を経過した日から

1,945,000 株の 100％の範囲内で行

使可能となる）。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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２.新規に発行したストック･オプションの単価情報 

権利行使価格      (ウォン) 650 ウォン 

行使時平均株価     (ウォン)  － 

付与日における公正な評価単価 

(ウォン)  
650 ウォン 

 

３.新規に発行したストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック･オプションについて、WIDE 社は未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値によ

り算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

①1 株当たり評価方法及び 1 株当たりの評価額 

   純資産法及び取引事例比準法等による評価額   650 ウォン 

②新株予約権の行使価格               650 ウォン 

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値

はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価をゼロと算定しております。 

 

４.新規に発行したストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。 

 

Ⅱ.第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の全額繰上償還の件 

当社は、平成 20 年 4 月 14 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 20 年 4 月 14 日現在における残存金額 500,000 千円

全額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 

当社遊技機器向けの新型ＬＳＩにつき、次期上期のサンプル製品出荷に向け、前回、当該新株予約

権付社債の一部繰上償還を決議した平成20年 2月 18日以降も開発の進捗状況を入念に確認して参り

ましたが、当該進捗状況は引続き順調に推移しており、また、次期の事業計画並びに当社の現金及び

預金の残高として 1,148,011 千円（平成 20 年 3 月末日現在）有していること等も検討した結果、か

ざか証券株式会社（以下、かざか証券）が保有する当該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）に基づき全額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 20 年 4 月 14 日現在における残存金額 500,000 千円全額（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 20 年 5 月 15 日 

（3）転換価額        53,337.2 円 

（4）繰上償還額    500,000 千円 

（5）繰上償還金額（注） 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 5,000 千円の費用が生じま

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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５．個別財務諸表 

(1)貸借対照表 

 
 前事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 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  2,406,040  1,148,011

2. 受取手形  79,905  91,791

3. 売掛金 ※1 1,139,712  354,515

4. 製品  95,915  51,712

5. 原材料  166,439  126,401

6. 仕掛品  26,352  7,472

7. 関係会社短期貸付金  59,025  －

8. 未収消費税  18,967  40,767

9. その他  5,559  4,216

貸倒引当金  －  △2,979

流動資産合計  3,997,917 79.9  1,821,909 61.2

Ⅱ 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物  3,671 12,797 

減価償却累計額  2,770 901 2,066 10,731

(2) 工具器具備品  167,733 128,486 

減価償却累計額  142,409 25,323 99,201 29,285

有形固定資産合計  26,225 0.5  40,016 1.3

2. 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  32,561  13,496

(2) 電話加入権  700  700

無形固定資産合計  33,261 0.7  14,196 0.5

3. 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,168,718  55,247

(2) 関係会社株式  99,098  713,035

(3) 関係会社社債  －  567,816

(4) その他の関係会社有

価証券 
 192,328  －

(5) 破産更生債権等  315  －

(6) その他  23,141  21,050

貸倒引当金  △315  －

投資損失引当金  △535,320  △256,974

投資その他の資産計  947,966 18.9  1,100,175 37.0

固定資産合計  1,007,452 20.1  1,154,388 38.8

資産合計  5,005,370 100.0  2,976,298 100.0
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 前事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 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

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1. 買掛金  －  176

2. 未払金  27,314  84,894

3. 未払費用  10,859  8,495

4. 未払法人税等  9,819  7,217

5. 預り金  1,466  1,428

6. 賞与引当金  18,280  16,430

7. その他  －  623

流動負債合計  67,739 1.3  119,265 4.0

Ⅱ 固定負債   

1. 新株予約権付社債 ※2 1,700,000  500,000

2. 繰延税金負債  47,873  －

3. 退職給付引当金  13,800  12,500

固定負債合計  1,761,673 35.2  512,500 17.2

負債合計  1,829,413 36.5  631,765 21.2

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1. 資本金  3,022,725 60.4  3,022,725 101.6

2. 資本剰余金   

(1) 資本準備金  3,489,224 3,489,224 

資本剰余金合計  3,489,224 69.7  3,489,224 117.2

3. 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

特別償却準備金  287 － 

繰越利益剰余金  △3,405,658 △4,161,299 

利益剰余金合計  △3,405,370 △68.0  △4,161,299 △139.8

4. 自己株式  △241 △0.0  △241 △0.0

株主資本合計  3,106,337 62.1  2,350,408 79.0

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  △5,875 △0.2

評価・換算差額等合計  69,620 1.4  △5,875 △0.2

純資産合計  3,175,957 63.5  2,344,532 78.8

負債純資産合計  5,005,370 100.0  2,976,298 100.0
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(2)損益計算書 

 

 前事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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   

1. 製品売上高  1,432,536 461,667 

2. 商品売上高  843,698 2,276,234 100.0 715,087 1,176,754 100.0

Ⅱ 売上原価   

1. 製品期首たな卸高  97,972 95,915 

2. 当期製品製造原価  768,342 144,661 

3. 当期商品仕入高  831,565 728,077 

合計  1,697,881 968,654 

4. 他勘定への振替高  1,667 8,121 

5. 製品期末たな卸高  95,915 51,712 

6. ソフトウエア償却費  22,000 1,622,298 71.3 22,000 930,820 79.1

売上総利益  653,935 28.7  245,933 20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2、3 505,501 21.9  632,643 53.8

営業利益（△損失）  148,433 6.5  △386,709 △32.9

Ⅳ 営業外収益           

1. 受取利息  3,070 3,895 

2. 有価証券利息 ※1 4,530 6,237 

3. 受取配当金  － 2,716 

4. 業務受託収入  12,000  5,000  
5. 雑収入  1,366 20,967 0.9 627 18,477 1.6

Ⅴ 営業外費用     
1. 保険積立金解約損  1,282 1,758 

2. 為替差損  882 16,980 

3. 固定資産除却損  938 1,928 

4. 雑損失  4 3,108 0.1 26 20,694 1.8

経常利益（△損失）  166,293 7.3  △388,927 △33.1

Ⅵ 特別利益   

1. 貸倒引当金戻入益  120 120 0.0 － －

Ⅶ 特別損失             

1. 投資損失引当金繰入額  535,320 256,974 

2. 事業整理損失  － 42,136 

3. 投資有価証券評価損  － 29,600 

4. たな卸資産評価損  － 19,005 

5. 社債償還損  － 12,000 

6. その他  － 535,320 23.5 5,407 365,123 31.0

税引前当期純損失  368,907 △16.2  754,050 △64.1

法人税、住民税及び事業

税 
 1,989  2,086  

法人税等調整額  △516 1,473 0.1 △209 1,877 0.1

当期純損失  370,380 △16.3  755,928 △64.2
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（3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（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 特別償却 

準備金 

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  

特別償却準備金の取崩し（注） △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（純額） 
 

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 

特別償却準備金の取崩し（注） －

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（純額） 
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

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における損失処理によるものが 754 千円含まれております。 
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当事業年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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 特別償却 

準備金 

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 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

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の取崩し △287 287 － －

当期純損失 △755,928 △755,928 △755,928

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
 

事業年度中の変動額合計 － － △287 △755,640 △755,928 － △755,928

平成 20 年 3 月 31 日残高 3,022,725 3,489,224 － △4,161,299 △4,161,299 △241 2,350,408

 

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 19 年 3 月 31 日残高 69,620 69,620 3,175,957

事業年度中の変動額 

特別償却準備金の取崩し －

当期純損失 △755,928

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△75,495 △75,495 △75,495

事業年度中の変動額合計 △75,495 △75,495 △831,424

平成 20 年 3 月 31 日残高 △5,875 △5,875 2,344,532
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1 )子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2 )満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(3 )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） 

(1 )子会社株式 

同 左 

(2 )満期保有目的の債券 

同 左 

(3 )その他有価証券 

時価のないもの 

同 左 

 

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 

３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1 )製 品 

移動平均法による原価法 

(2 )原材料 

移動平均法による原価法 

(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 

(1 )製 品 

同 左 

(2 )原材料 

同 左 

(3 )仕掛品 

同 左 

 

４．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

定率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 

(1)有形固定資産 

定率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 

（追加情報） 

当事業年度より法人税法の改正に伴い、従

前より所有している有形固定資産の残存価額

については、5年間の均等償却を行う方法を採

用しております。これに伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

 ( 2)無形固定資産 

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。 

(2 )無形固定資産 

ソフトウェア 

同 左 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算の基準 

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 

６．引当金の計上基準 (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してお

ります。 

(1 )貸倒引当金 

同 左 

 



（株）リアルビジョン（6786） 平成 20 年３月期 決算短信 

 

 52

項目 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

 ( 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。 

(2 )投資損失引当金 

子会社株式に対し、将来発生する可能性の

ある損失に備えるため、子会社の財政状態等

を勘案し、必要と認められる額を計上しており

ます。 

 

 ( 3 )賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、当事

業年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

(3 )賞与引当金 

同 左 

 (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度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。 

(4 )退職給付引当金 

同 左 

７．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 

８．その他財務諸表作成ための基

本となる重要な事項 

 

(1 )消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(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。 

(1 )消費税等の会計処理 

同 左 

(2 )連結納税制度の適用 

同 左 



（株）リアルビジョン（6786） 平成 20 年３月期 決算短信 

 

 53

（会計処理方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

（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。 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

法人税法等の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に

伴い、当事業年度から、平成19年4月1日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する

償却方法に基づき、減価償却費を計上しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 
（表示方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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「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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注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

※1 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 38,834千円
 

※1 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 39,513千円
 

※2 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 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500,000千

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 

同 左 

 

 

 

 

 

 

②繰上償還 

同 左 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

※1                 ――― 

 
 

※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社よりの有価証券利息 4,002千円
 

※2 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。 

(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 販売費に属する費用のおおよその割合は1.9%、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は98.1%でありま

す。 

(1)役員報酬 42,484千円

(2)給料手当 85,488千円

(3)賞与引当金繰入額 8,670千円

(4)退職給付費用 1,359千円

(5)研究開発費 341,033千円

(6)減価償却費 4,872千円

(7)貸倒引当金繰入額 2,979千円

(8)報酬委託手数料 58,275千円

(9)広告宣伝費 7,229千円
 

※3 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 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

 341,033千円
  

（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（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
 
 

当事業年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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。 

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 

２．オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

 １年内 

 １年超              

 合計         

992千円 

            2,563千円 

3,556千円 

 １年内 

 １年超              

 合計         

992千円 

            1,571千円 

2,563千円 
  
 

（有価証券関係） 
前事業年度（自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 

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（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3 月 31 日） 

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。 

 
（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 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 

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 

 

5,608 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 

 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

賞与引当金 

貸倒引当金 

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 

 

 

5,080 千円 

6,677 千円 

1,210 千円 

104,434 千円 

2,519 千円 

88,773 千円 

15,181 千円 

1,390,270 千円 

    12,008 千円 

1,626,156 千円 

△1,626,156 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

と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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 
77,112円54銭 

１株当たり純資産額  
56,925円48銭 

１株当たり当期純損失 
8,992円87銭 

１株当たり当期純損失 
18,354円02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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

当期純損失（千円） 370,380 755,928 

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） 370,380 755,928 

期中平均株式数（株） 41,186 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 418 個） 

普通株式 418 株 

第 1回新株予約権付社債（目的とな

る株式の数普通株式 24,937.03 株）

(平成 19 年 3 月 31 日現在) 

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 355 個） 

普通株式 355 株 

第 1回新株予約権付社債（目的とな

る株式の数普通株式 9,374.32 株）

(平成 20 年 3 月 31 日現在) 

 

（重要な後発事象） 
前事業年度（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 1,700,000 千

円の内、500,000 千円を繰上償還することを決議し、平成 19 年 6 月 11 日に 500,000 千円を繰上償還

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、当社の現金及び預金の残高として 2,406,040 千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）に基づき一部繰上償還いたしました。 

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 1,700,000 千円であり、その

内、500,000 千円を繰上償還いたしましたが、当該資金につきましては、当社手許資金を充当いたし

ました。 

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 

（4）繰上償還額    500,000 千円 

（5）繰上償還金額（注） 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 5,000 千円の費用が生じました。 
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（注）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。 

 

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し、平成 19 年 5 月 18 日に同社の株式を取得の上、子会社といたしま

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） 
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（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（△損失） 
△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（△純損失） 
△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（△純損失） 
△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 
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当事業年度（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3 月 31 日） 

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の全額繰上償還の件 

当社は、平成 20 年 4 月 14 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 20 年 4 月 14 日現在における残存金額 500,000 千円

全額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 

当社遊技機器向けの新型ＬＳＩにつき、次期上期のサンプル製品出荷に向け、前回、当該新株予約

権付社債の一部繰上償還を決議した平成20年 2月 18日以降も開発の進捗状況を入念に確認して参り

ましたが、当該進捗状況は引続き順調に推移しており、また、次期の事業計画並びに当社の現金及び

預金の残高として 1,148,011 千円（平成 20 年 3 月末日現在）有していること等も検討した結果、か

ざか証券株式会社（以下、かざか証券）が保有する当該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）に基づき全額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 20 年 4 月 14 日現在における残存金額 500,000 千円全額（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 20 年 5 月 15 日 

（3）転換価額        53,337.2 円 

（4）繰上償還額    500,000 千円 

（5）繰上償還金額（注） 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 5,000 千円の費用が生じま

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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６．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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 事業の種類別セグメントの名称 

金 額 構成比 金 額 構成比 
 ％  ％

グラフィックス関連 1,437,874 72.3 1,939,141 82.4

ターンキーサービス関連 549,998 27.7 413,500 17.6

合 計 1,987,872 100.0 2,352,642 100.0

（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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 事業の種類別セグメントの名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 
グラフィックス関連 1,298,050 8,350 2,276,297 287,100

部材関連 836,270 53,719 527,007 5,359

ターンキーサービス関連 554,948 198,783 278,862 6,991

合 計 1,987,872 260,852 3,082,167 299,451

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 事業の種類別セグメントの名称 

金 額 構成比 金 額 構成比 
 ％  ％

グラフィックス関連 1,437,228 50.8 2,078,639 67.7

部材関連 843,698 29.8 575,367 18.7

ターンキーサービス関連 547,842 19.4 417,166 13.6

合 計 2,828,769 100.0 3,071,173 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 


