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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,122 ― △385 ― △340 ― △303 ―
20年3月期第2四半期 1,119 △26.4 △380 ― △373 ― △305 ―

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2四半期 △7,357.72 ―
20年3月期第2四半期 △7,417.29 ―

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2四半期 2,868 2,288 68.5 47,671.57
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2四半期  1,963百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,000 △2.3 △390 ― △380 ― △380 ― △9,226.44

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４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を修正しました。 
２．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。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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情
報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。また、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」もあわせてご参照下さい。 
３．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2四半期 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2四半期 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2四半期 41,186株 20年3月期第2四半期 41,186株



定性的情報・財務諸表等 

※前年同期増減率（前年同期の金額）は、参考として記載しております。 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期、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、米国

のサブプライムローン問題による国際金融市場の混乱により、世界的に経済減速に対する懸念が強まる中、円高も

進行し、企業収益が圧迫されており、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が続

いております。一方、世界経済においても、欧米諸国の景気に減速感が強まっているのに加え、これまで順調に成

長してきた新興国の景気にも影響が出てきております。 

エレクトロニクス業界につきましては、前述のように世界経済の減速懸念より、薄型テレビ及び携帯電話等の

デジタル家電製品及び自動車等の需要が減少しており、厳しい環境になっております。 

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の業績は、粗利率の高いグラフィックス関連を中心に売上高を

1,122,403千円（前年同期比0.3％増）計上した結果、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たものの、営業損失385,385千円（前年同期は営業損失380,907千円）とな

り、経常損失340,022千円（前年同期は経常損失373,621千円）と前年同期より改善いたしました。 

 なお、特別利益として2,979千円（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

22,118千円（関係会社整理損等）を計上し、四半期純損失は303,034千円（前年同期は四半期純損失305,488千円）

と若干ですが前年同期より改善いたしました。 

 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の販売は、従来よ

り米国での販売比率が高いことから、米国の景気減速の影響が強く、期初計画と比較し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。また、国内で医用画像へのニーズが高まる中、当社は、平成

20年7月に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いたしました。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については、計画通り、平成20年10月に開発を完了いたしました。 

 この結果、売上高917,124千円（前年同期比83.2％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316,084千円（前年同期は営業損失313,307千円）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204,436千円

（前年同期比34.4％減）、営業利益3,019千円（前年同期比40.3％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842千円、営業損失3,627千円を計上いた

しました。 

4)研究開発活動 

前述のように、グラフィックス関連事業において、産業用グラフィックス事業では、医用画像向けグラフィッ

クスボードの開発で培った技術をコアに、医用画像ソリューション企業として事業を拡大すべく、他社と協業等を

行い製品の開発を進め、アミューズメント事業では、新型のグラフィックスLSIの開発を進めました。その結果、

当第2四半期において研究開発費222,812千円（前年同期比194.3％増）を計上いたしました。当該新型グラフィッ

クスLSIの詳細につきましては、本日開示の『遊技機器向け新型グラフィックスLSI「JIGEN-201」及び「JIGEN-

301」の完成と販売開始に関するお知らせ』をご覧下さい。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第2四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し1,300,159千円減少し、2,868,072千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が2,491,588千円（前連結会計年度末比967,530千円減）、固定資産が376,484

千円（同332,628千円減）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317,592千円減少したこと並びに受取手形及び売掛金が592,708千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、第１四半期連結会計期間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585,359千円減少し、579,335千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失303,034千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465,937千

円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較し714,799千円減少し、2,288,737千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結会計累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314,962千円減少し、当第2四半期末で1,112,958千円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は116,874千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359,160千円及びたな卸資産の増加52,908千円等の減少要因がありましたが、売上債権の減少462,004千円等の

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69,926千円の収入となりました。これは主にWIDE社が裁判に勝訴し

たことによる供託金の返還等による収入70,633千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」は473,194千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、国内の医用画像向けグラフィックスボードの販売は堅調に推移しておりますが、国際金融市場の混

乱による世界的な景気後退懸念より、WIDE社の産業用液晶モニターの販売環境はさらに厳しいことが予想されること

より、下記のように通期連結業績予想につき修正いたしました。アミューズメント事業における新型LSIの開発も完

了し、平成20年11月より積極的に販売活動を開始してまいりますが、最近の経営環境の急激な変化に対応すべく、当

社グループをあげて、コスト管理の強化に努めてまいります。なお、遊技機器メーカーは、当該新型LSIを搭載した

遊技機器を開発するのに概ね1年程度かかることから、当該新型LSIの量産製品の売上は来期以降となる見通しであ

り、通期連結業績予想の売上高には含めておりません。 

（通期）                                       （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想(A) 3,300 △250 △320 △350 

 今回発表予想(B) 3,000 △390 △380 △380 

 増減額(B-A) △300 △140 △60 △30 

 増減率(％) △9.1 ― ― ― 

（ご参考） 

平成20年3月期実績 
3,071 △623 △630 △537 



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） 

 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、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 

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。 

また、この修正において、第１四半期連結会計期間期首の利益剰余金が 162,846千円減少しております。 

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28,192千円減少しております。

④連結の範囲 

MacroTech Semiconductor Corporation(USA)は、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,091,527 1,409,120

受取手形及び売掛金 694,914 1,287,622

有価証券 25,428 18,800

製品 194,339 283,281

原材料 540,065 518,960

仕掛品 12,013 9,298

その他 80,650 107,419

貸倒引当金 △147,352 △175,385

流動資産合計 2,491,588 3,459,118

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 100,594 141,627

その他（純額） 10,273 12,261

有形固定資産合計 110,867 153,888

無形固定資産   

のれん 145,146 153,425

その他 10,004 180,005

無形固定資産合計 155,151 333,430

投資その他の資産   

投資有価証券 54,887 55,247

その他 55,577 166,545

投資その他の資産合計 110,465 221,793

固定資産合計 376,484 709,112

資産合計 2,868,072 4,168,231

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,926 41,784

短期借入金 344,895 374,205

未払法人税等 7,569 7,512

引当金 29,630 36,081

その他 113,152 141,967

流動負債合計 518,174 601,551

固定負債   

新株予約権付社債 － 500,000

退職給付引当金 61,160 63,143

固定負債合計 61,160 563,143

負債合計 579,335 1,164,695



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 △4,465,595 △3,999,657

自己株式 △185 △241

株主資本合計 2,046,168 2,512,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,235 △5,875

為替換算調整勘定 △76,532 △4,482

評価・換算差額等合計 △82,767 △10,357

少数株主持分 325,335 501,843

純資産合計 2,288,737 3,003,536

負債純資産合計 2,868,072 4,168,231



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,122,403

売上原価 868,071

売上総利益 254,332

販売費及び一般管理費 639,717

営業損失（△） △385,385

営業外収益  

受取利息 5,195

為替差益 56,579

その他 6,961

営業外収益合計 68,736

営業外費用  

支払利息 10,932

その他 12,441

営業外費用合計 23,374

経常損失（△） △340,022

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,979

特別利益合計 2,979

特別損失  

固定資産除却損 3,342

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,775

特別損失合計 22,118

税金等調整前四半期純損失（△） △359,160

法人税、住民税及び事業税 1,065

法人税等合計 1,065

少数株主損失（△） △57,191

四半期純損失（△） △303,034



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △359,160

減価償却費 29,615

無形固定資産償却費 9,040

のれん償却額 8,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30

引当金の増減額（△は減少） △3,318

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,554

受取利息及び受取配当金 △5,950

支払利息 10,932

為替差損益（△は益） △4,303

固定資産除却損 3,342

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,775

売上債権の増減額（△は増加） 462,004

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,908

仕入債務の増減額（△は減少） △9,210

その他の流動資産の増減額（△は増加） 32,222

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,079

その他 1,367

小計 124,235

利息及び配当金の受取額 5,301

利息の支払額 △11,361

法人税等の支払額 △1,300

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,874

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 △5,088

無形固定資産の取得による支出 △2,648

貸付けによる支出 △533

貸付金の回収による収入 363

敷金及び保証金の差入による支出 △12,931

敷金及び保証金の回収による収入 70,633

その他 20,130

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,926

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 316,811

短期借入金の返済による支出 △285,006

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 △473,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,568



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,962

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 1,112,958



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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．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（69,602千円）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．会計処理方法の変更 

(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) 

 【定性的情報・財務諸表等】「４.その他（３）」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業損失が、グラフィックス関連事業で28,192千円減少しております。 

５．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、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２四

半期連結累計期間の「ターンキーサービス関連」の外部顧客に対する売上高は842千円、営業損失3,627千円

であります。 

  
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 917,124 204,436 842 1,122,403 － 1,122,403 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 917,124 204,436 842 1,122,403 － 1,122,403 

営業利益又は営業損失（△） △316,084 3,019 △3,627 △316,692 △68,692 △385,385 



〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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．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（69,602千円）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．会計処理方法の変更 

(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) 

 【定性的情報・財務諸表等】「４.その他（３）」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業損失が、韓国で28,192千円減少しております。 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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）その他…ニュージーランド等 

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

（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。 

  
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 324,187 549,462 247,911 842 1,122,403 － 1,122,403 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
47,687 188,765 7,428 － 243,880 △243,880 － 

計 371,874 738,227 255,339 842 1,366,284 △243,880 1,122,403 

営業利益又は営業損失（△） △193,892 △167,393 △13,579 △34,890 △409,757 24,372 △385,385 

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 492,636 247,270 231,932 11,714 983,553 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,122,403 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
43.9 22.0 20.7 1.0 87.6 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,119,355 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,075,127 96.0 

売上総利益   44,227 4.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   425,135 38.0 

営業損失（△）   △380,907 △34.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 4,498     

２．為替差益 17,254     

３．業務受託収入 3,000     

４．雑収入 10,439 35,193 3.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  18,984     

２．投資有価証券評価損 6,756     

３．保険積立金解約損 1,758     

４．雑損失 407 27,906 2.5 

経常損失（△）   △373,621 △33.4 

Ⅵ 特別利益       

１．営業譲渡利益 59,680     

２．補償金収入 15,975     

３．その他 14 75,670 6.8 

Ⅶ 特別損失       

１．事業整理損失 42,136     

２．社債償還損 14,799     

３．事業整理損失引当金繰入
額 14,693     

４．その他 7,887 79,516 7.1 

税金等調整前中間純損失
（△）   △377,468 △33.7 

法人税、住民税及び事業
税 708     

法人税等調整額 23,893 24,601 2.2 

少数株主損失   96,581 8.6 

中間純損失（△）   △305,488 △27.3 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純損失  △377,468 

減価償却費  21,310 

無形固定資産償却額  20,897 

のれん償却額  4,715 

貸倒引当金の増減額 25,650 

賞与引当金の増減額  △3,783 

製品保証引当金の増減額 △1,991 

返品調整引当金の増減額 △882 

事業整理損失引当金の増
減額 14,693 

退職給付引当金の増減額 △17,043 

受取利息 △4,498 

為替差損益 △9,505 

支払利息 18,984 

営業譲渡益 △59,680 

補償金収入 △15,975 

投資有価証券評価損 6,756 

社債償還損 14,799 

保険積立金解約損 1,758 

売上債権の増減額 334,740 

たな卸資産の増減額 153,571 

前渡金の増減額 △31,540 

未収入金の増減額 △9,009 

仕入債務の増減額 △24,084 

その他の流動資産の増減
額 

△10,676 

前受金の増減額 △53,672 

その他の流動負債の増減
額 

△145,725 

その他  15,153 

小計 △132,505 

利息の受取額  9,178 

利息の支払額 △32,247 

法人税等の支払額  △2,574 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△158,149 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

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  

△33,670 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入  

350,609 

敷金・保証金の支出  △6,794 

事業の売却による収入 1,483,413 

補償金の収入 15,975 

保険積立金の解約による
収入 9,130 

その他  329 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,987,848 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の返済による
支出  

△661,873 

長期借入金の返済による
支出  

△747,203 

新株予約権付社債の償還
による支出  

△631,114 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△2,040,191 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△1,444 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

△211,936 

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中間
期末残高 

2,345,027 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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：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（87,898千円）の主なものは、親会社の管

理部門に係る費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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．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(87,898千円)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．当中間連結会計期間より、新規連結子会社の取得により「韓国」を表示しております。 

  
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 500,633 311,869 306,852 1,119,355 － 1,119,355 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 500,633 311,869 306,852 1,119,355 － 1,119,355 

営業費用 813,941 306,813 294,642 1,415,397 84,865 1,500,262 

営業利益又は営業損失（△） △313,307 5,055 12,209 △296,042 △84,865 △380,907 

  
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 395,884 283,471 189,476 250,522 1,119,355 － 1,119,355 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
155,287 68,501 7,364 51,672 282,825 △282,825 － 

計 551,171 351,972 196,841 302,194 1,402,180 △282,825 1,119,355 

営業費用 665,563 519,276 200,937 288,322 1,674,100 △173,838 1,500,262 

営業利益又は営業損失（△） △114,392 △167,304 △4,095 13,872 △271,919 △108,987 △380,907 



〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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) その他…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。 

  アジア 米国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 798,429 161,139 87,757 1,047,326 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 1,119,355 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
71.3 14.4 7.8 93.5 


	㈱リアルビジョン（6786） 平成21年3月期第2四半期決算短信: ㈱リアルビジョン（6786） 平成21年3月期第2四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -


