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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 535 ― △142 ― △144 ― △137 ―
20年3月期第1四半期 300 △58.5 △85 ― △72 ― △82 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △3,349.94 ―
20年3月期第1四半期 △2,006.19 ―

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

21年3月期第1四半期 3,040 2,509 70.3 51,908.19
20年3月期 4,168 3,003 60.0 60,741.33

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,137百万円 20年3月期  2,501百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 1,400 ― △300 ― △360 ― △325 ― △7,891.03
通期 3,300 7.5 △250 ― △320 ― △350 ― △8,498.03

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他（２）」をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他（３）」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成２０年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 41,187株 20年3月期 41,187株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 1株 20年3月期 1株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 41,186株 20年3月期第1四半期 41,186株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）のおかれました経営環境につき、国内経済は、原油

をはじめとした資源価格の高騰や、米国におけるサブプライムローン問題の拡大から世界的な経済減速に対する懸

念が強まり、企業の設備投資に減速感が出てきております。さらに、個人消費につきましても、小売価格の上昇等

により厳しい状況になっております。一方、世界経済においても、新興国の成長が継続しているものの、欧米にお

いては景気の減速懸念が強まっております。 

エレクトロニクス業界につきましては、新興国を中心に薄型テレビ及び携帯電話等デジタル家電製品の普及品

種の市場は拡大しているものの、欧米経済の減速により、高付加価値品種の先行きが不透明な状況となっておりま

す。 

このような状況下、当第1四半期の業績は、グラフィックス関連を中心に売上高が535,014千円（前年同期比

77.9％増）となりましたが、新型の遊技機器向けグラフィックスLSIの研究開発等により販売費及び一般管理費が

大幅に増加し、営業損失142,222千円（前年同期は営業損失85,341千円）、経常損失144,797千円（前年同期は経常

損失72,272千円）と減益になりました。 

 なお、特別利益として10,926千円（貸倒引当金戻入益）計上する一方、子会社である台湾のMacrotech Semicon 

ductor Corp.の米国現地法人のMacroTech Semiconductor Corp.(USA)の資産の最終整理等により特別損失として

20,280千円（関係会社整理損等）を計上し、四半期純損失は137,970千円（前年同期は四半期純損失82,626千円）

となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

1)グラフィックス関連事業 

 産業用グラフィックス事業につき、子会社WIDE Corp.（以下、WIDE社）の産業用液晶モニターは、季節要因もあ

り米国及び欧州等で販売が低調でしたが、国内において平成20年度診療報酬改訂により、大病院及び中小病院を中

心に画像診断装置の導入が進み、医用画像向けグラフィックスボードの販売が堅調に推移しました。国内で医用画

像へのニーズが高まる中、当社は、平成20年6月に医用画像向け大型液晶モニター・ソリューション「電子シャー

カステン：LumiImagerシリーズ」を、平成20年7月には液晶ペンタブレットメーカーとして業界最大手の株式会社

ワコムと協業し、医用画像参照用液晶ペンタブレットソリューションを発表し、製品の拡充に努めております。当

社は、当初、医用画像向けグラフィックスボードメーカーとして医用画像分野に参入しましたが、当該グラフィッ

クスボードの開発で培った技術をコアに、今後、医用画像ソリューション企業として事業を拡大してまいります。

アミューズメント事業は、既存のグラフィックスLSIの販売は低調に終わりましたが、新型のグラフィックスLSIの

開発は順調に進捗しており、第3四半期より営業を開始する予定です。 

 この結果、売上高424,892千円（前年同期比798.7％増）と大幅増収になりましたが、新型のグラフィックスLSI

の研究開発等により、営業損失107,362千円（前年同期は営業損失61,571千円）となりました。 

2)部材関連事業 

WIDE社の平成19年5月の子会社化により同社への液晶関連の部材の売上がなくなった為、売上高109,290千円

（前年同期比23.8％減）、営業利益1,702千円（同32.3％減）となりました。 

3)その他 

前連結会計年度に事業を縮小したターンキーサービス関連で、売上高831千円、営業損失2,978千円を計上いた

しました。 

4)研究開発活動 

前述のように新型の遊技機器向けグラフィックスLSIの開発をすすめており、当第1四半期において研究開発費

64,330千円（前年同期比24.1％増）を計上いたしました。当該新型グラフィックスLSIの開発は計画通り進捗して

おり、第3四半期より営業を開始する予定です。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第1四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し1,127,961千円減少し、3,040,269千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が2,564,047千円（前連結会計年度末比895,071千円減）、固定資産が476,222

千円（同232,889千円減）であります。流動資産の主な減少要因は、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353,288千円減少したこと並びに受取手形及び売掛金が544,990千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、前連結会計年度末にWIDE社で無形固定資産として計上していた研究開発

費162,846千円につき、当第1四半期より在外子会社の会計処理が変更になったことで当該無形固定資産が減少したこ

と等によるものであります。 

 負債の部は、当社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の残額500,000千円を全額繰上償還したこと等により、

前連結会計年度末と比較し633,435千円減少し、531,259千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失137,970千円及び前述の在外子会社の会計処理の変更により利益剰余金が300,817千

円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較し494,526千円減少し、2,509,010千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して

343,814千円減少し、当第1四半期末で1,084,106千円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は169,920千円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純

損失154,150千円及びたな卸資産の増加106,074千円等の減少要因がありましたが、売上債権の減少412,350千円等

の増加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」は3,236千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得によ

る支出2,363千円等の減少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」は506,378千円の支出となりました。これは当社の第1回無担保転換社

債型新株予約権付社債の償還による支出505,000千円等の減少要因によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 前述のように、医用画像向けグラフィックスボードの販売が堅調に推移し、新型の遊技機器向けグラフィックス

LSIの開発も順調に進捗していることから、平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月15日公表時

より変更しておりません。今後、販売及び受注等の状況に応じ、開示ルールに従い、適時、公表してまいります。 

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） 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  



（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これに

より、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ13,080千円減少しております。 

④連結の範囲 

MacroTech Semiconductor Corporation(USA)は、当第１四半期連結会計期間において清算されたため、連結

の範囲から除外しております。なお、当該子会社は特定子会社には該当しません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,055,832 1,409,120

受取手形及び売掛金 742,632 1,287,622

有価証券 28,273 18,800

製品 265,939 283,281

原材料 509,555 518,960

仕掛品 13,064 9,298

その他 85,179 107,419

貸倒引当金 △136,430 △175,385

流動資産合計 2,564,047 3,459,118

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 111,268 141,627

その他（純額） 11,468 12,261

有形固定資産合計 122,736 153,888

無形固定資産   

のれん 149,286 153,425

その他 12,155 180,005

無形固定資産合計 161,441 333,430

投資その他の資産   

投資有価証券 58,934 55,247

その他 133,109 166,545

投資その他の資産合計 192,044 221,793

固定資産合計 476,222 709,112

資産合計 3,040,269 4,168,231

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 48,476 41,784

短期借入金 311,032 374,205

未払法人税等 3,857 7,512

引当金 24,943 36,081

その他 84,706 141,967

流動負債合計 473,017 601,551

固定負債   

新株予約権付社債 － 500,000

退職給付引当金 58,242 63,143

固定負債合計 58,242 563,143

負債合計 531,259 1,164,695



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,022,725 3,022,725

資本剰余金 3,489,224 3,489,224

利益剰余金 △4,300,474 △3,999,657

自己株式 △241 △241

株主資本合計 2,211,232 2,512,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,188 △5,875

為替換算調整勘定 △71,153 △4,482

評価・換算差額等合計 △73,341 △10,357

少数株主持分 371,119 501,843

純資産合計 2,509,010 3,003,536

負債純資産合計 3,040,269 4,168,231



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 535,014

売上原価 420,444

売上総利益 114,569

販売費及び一般管理費 256,792

営業損失（△） △142,222

営業外収益  

受取利息 1,407

為替差益 8,451

その他 4,255

営業外収益合計 14,114

営業外費用  

支払利息 6,510

その他 10,178

営業外費用合計 16,689

経常損失（△） △144,797

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,926

特別利益合計 10,926

特別損失  

固定資産除却損 1,693

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,587

特別損失合計 20,280

税金等調整前四半期純損失（△） △154,150

法人税、住民税及び事業税 459

法人税等合計 459

少数株主損失（△） △16,639

四半期純損失（△） △137,970



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △154,150

減価償却費 15,428

無形固定資産償却費 5,260

のれん償却額 4,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,808

引当金の増減額（△は減少） △7,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,112

受取利息及び受取配当金 △1,407

支払利息 6,510

為替差損益（△は益） △2,739

固定資産除却損 1,693

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,587

売上債権の増減額（△は増加） 412,350

たな卸資産の増減額（△は増加） △106,074

仕入債務の増減額（△は減少） 19,142

その他の流動資産の増減額（△は増加） 25,792

その他の流動負債の増減額（△は減少） △54,353

その他 543

小計 176,244

利息及び配当金の受取額 1,347

利息の支払額 △6,165

法人税等の支払額 △1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,920

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 △2,363

無形固定資産の取得による支出 △742

貸付金の回収による収入 124

その他 △255

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,236

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 150,817

短期借入金の返済による支出 △152,196

社債の償還による支出 △505,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △506,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △343,814

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,084,106



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （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、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) その他：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．従来区分掲記しておりました「ターンキーサービス関連」は、前連結会計年度において事業を縮小し、重要

性が低くなったため、当第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。なお、当第１

四半期連結会計期間の「ターンキーサービス関連」の外部顧客に対する売上高は831千円、営業損失2,978千

円であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
グラフィッ
クス関連 
（千円） 

部材関連 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 424,892 109,290 831 535,014 － 535,014 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 424,892 109,290 831 535,014 － 535,014 

営業利益又は営業損失（△） △107,362 1,702 △2,978 △108,639 △33,582 △142,222 

  
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
台湾 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高 152,929 273,425 107,828 831 535,014 － 535,014 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
20,038 97,737 3,076 － 120,852 △120,852 － 

計 172,967 371,162 110,905 831 655,867 △120,852 535,014 

営業利益又は営業損失（△） △60,788 △46,280 △8,685 △34,241 △149,996 7,774 △142,222 



ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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、スペイン、ドイツ等 

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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  アジア 米国 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 256,217 107,828 118,828 482,874 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 535,014 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
47.9 20.2 22.2 90.3 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 300,725 

Ⅱ 売上原価 242,621 

売上総利益 58,104 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 143,446 

営業損失（△） △85,341 

Ⅳ 営業外収益 14,845 

受取利息  313 

為替差益  12,508 

業務受託収入  1,500 

雑収入  523 

Ⅴ 営業外費用 1,776 

 保険積立金解約損 1,758 

 雑損失 17 

経常損失（△） △72,272 

Ⅵ  特別損失 5,000 

社債償還損  5,000 

税金等調整前四半期純損失（△） △77,272 

法人税、住民税及び事業税 354 

法人税等調整額 △52 

少数株主利益 5,052 

四半期純損失（△） △82,626 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失  △75,826 

減価償却費  3,771 

無形固定資産償却費  7,740 

賞与引当金の増減額  △11,271 

退職給付引当金の増減額  △2,182 

受取利息 △313 

為替差損益 △10,779 

保険積立金解約損 1,758 

社債償還損 5,000 

売上債権の増減額  157,842 

たな卸資産の増減額  14,594 

前渡金の増減額  13,001 

未収入金の増減額  △3,834 

仕入債務の増減額  △45,703 

その他流動資産の増減額  1,674 

前受金の増減額 △21,070 

その他流動負債の増減額  △12,000 

その他  1,752 

小計 24,152 

利息の受取額  213 

法人税等の支払額  △2,117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,248 

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 △486 

新規連結子会社の取得による収入 350,609 

敷金・保証金の支出  △6,794 

保険積立金の解約による収入 9,130 

その他 △742 

投資活動によるキャッシュ・フロー 351,715 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の償還による支出  △505,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △505,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,487 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △123,548 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,556,964 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,433,416 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （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 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （注）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30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、香港 

 (2)その他…イギリス 

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。 

  
グラフィッ
クス関連 
（千円） 

部材関連 
（千円） 

ターンキー
サービス関
連 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 47,277 143,355 110,093 300,725 － 300,725 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 47,277 143,355 110,093 300,725 － 300,725 

営業利益又は営業損失（△） △61,571 2,514 10,631 △48,426 △36,915 △85,341 

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
台湾 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 176,930 20,940 102,854 300,725 － 300,725 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
64,276 3,570 44,063 111,910 △111,910 － 

計 241,206 24,511 146,918 412,636 △111,910 300,725 

営業利益又は営業損失（△） △57,027 553 10,362 △46,111 △39,230 △85,341 

  アジア 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 255,989 20,439 501 276,930 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 300,725 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
85.1 6.8 0.2 92.1 
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