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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 1,319 ― △1,632 ― △1,837 ― △6,995 ―
20年3月期第2四半期 6,299 48.7 257 247.4 200 44.4 159 △4.8

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 △50,440.91 ―
20年3月期第2四半期 1,517.52 1,440.68

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 16,266 6,137 37.7 43,576.78
20年3月期 25,348 8,967 35.3 84,987.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,135百万円 20年3月期  8,942百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 5,400 ― △1,350 ― △1,750 ― △6,900 ― △49,744.81

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  

(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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社ジークス ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  140,820株 20年3月期  127,789株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  21株 20年3月期  21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  138,707株 20年3月期第2四半期  105,162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

　９月中旬の米国証券大手リーマン・ブラザーズ破綻を契機に加速した連鎖的な株価暴落や為替市場の混乱は、世界

的な信用収縮を惹起し、金融危機の様相を呈するとともに、金融危機の深刻化・長期化に対する不安は急速な実体経

済の悪化をもたらし、世界経済は深刻な負のスパイラルに入りつつあります。

　このような金融・経済環境の激変の中、世界的な放送のデジタル化や放送と通信の融合という潮流に変化はないも

のの、景気後退に伴う需要の足踏みや一段の価格競争激化は不可避と予想され、当社グループを取り巻く市場環境は

厳しさを増しております。とりわけ当社グループは、昨年度に展開したＯＥＭ形態での薄型テレビ完成品市場への参

入が急速な資金繰りの悪化を招来したため、今年度は営業キャッシュ・フローの建て直しを最優先に取り組んでおり

ますが、かかる市場環境の一段の悪化を受けて、①対象商品の見直しと事業モデルの再構成、②シンガポールを中心

とする開発体制のアジア・シフトとそれにともなうコスト・ダウン、を引き続き推進しております。

　営業キャッシュ・フローを最優先とする具体的な取り組みとしては、安定的な収益を確保できるＳＤ／ＳＤＩＯ事

業や検証・受託ビジネスを拡大することに加え、当社グループのコア技術であるグローバル・デジタルＴＶ規格対応

のソフトウェアのライセンス販売に注力しております。

　とりわけ当社グループのデジタルＴＶミドルウェアは中国独自規格を含めて、世界の全てのデジタルＴＶ規格に対

応しており、既に商品化実績を有することから、大手半導体メーカーなどからも高い評価を得ておりますが、従来の

ライセンス提供に加え、ソース・コードでのライセンス提供を実施することにより、蓄積したソフトウェア資産の回

収を進める計画です。

　このような取り組みが具体的な成果を挙げるまでには一定の期間を要することから、当連結会計年度第２四半期の

営業成績は大幅な悪化を余儀なくされました。加えて、世界的な株価暴落や金融危機により投資先の株価が大幅に下

落したことや、与信先の業況悪化、担保価値の大幅な下落による貸倒損失を受けて、多額の特別損失計上を実施いた

しました。

　当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比79.1％減の13億19百万円となりました。売上高の大幅な減少を受

け、売上総利益は６億35百万円の損失となり、営業損失16億32百万円、経常損失18億37百万円を計上しました。また

投資有価証券評価損や貸倒損失の計上による特別損失（50億79百万円）により、四半期純損失は69億95百万円となり

ました。

　事業別、所在地別の状況は以下の通りです。

　ａ．事業の種類別セグメント情報

　　デジタル家電事業につきましては、国内でＯＥＭ形態での薄型テレビ販売の見直しを実施、また価格低下の著し

　い薄型テレビの在庫処分を進めた結果、同事業の売上高は前年同期比81.8％減の８億10百万円に留まり、また大幅

　な営業赤字を計上するところとなりました。

　　次にモバイル関連事業では、引き続き検証サービス及びアプリケーション開発に注力しましたが、売上高は前年

　同期比52.7％減の2億68百万円に留まりました。

　　一方、ネットワーク関連事業では、無線LANカード、SD-Link11gとSDIOホストコントローラデバイスCG200シリー

　ズが順調に推移しておりますが、同事業の当期売上高は前年同期比81.3％減の２億41百万円となりました。　　

　戦略的投資事業では、当年度上期の売上計上はありませんでした。

　ｂ．所在地別セグメント情報

　　日本国内では、ＯＥＭ形態による薄型完成品テレビの販売見直しを実施する一方、特徴のある商品の投入は下期

　以降となったことから、売上高は前年同期比75.0％減の12億88百万円に留まりました。

　アジアや北米ではブラジル及びメキシコ市場向けデジタルＴＶソフトウェア・ライセンス、中国やＡＳＥＡＮ市場

　向け双方向デジタルＴＶ向けＥｎｄ　ｔｏ　Ｅｎｄソリューションの提供などに取り組んでおりますが、売上への

　本格的寄与は本年度下期以降になる見込みです。　　　　　　　　　　　　

 

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

　　当社グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は前年度末比80億28百万円減少し、162億66百万円となり

　ました。流動資産は売掛金の減少と短期貸付金の貸倒損失計上を主因に前年度末比57億90百万円減少し、62億93百

　万円となりました。

　　一方、固定資産は投資有価証券の減損とソフトウェア資産（ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定）の減少を主

　因に前年度末比22億41百万円減少し、99億60百万円となりました。

　　当社グループの当連結会計年度・当四半期末の負債は、流動負債が短期借入金の減少を主因として前年度末比

　37億42百万円減少したことから、負債合計では同37億30百万円減少の101億28百万円となりました。一方、純資産
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　は前年度末比42億98百万円減少し61億37百万円となった結果、自己資本比率は37.7％となりました。

　(２）キャッシュ・フロー

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が68億65百万円、減価償却費が6億62百万円

　　に対し、売上債権の減少等により152百万円のプラスとなりました。　　

　（投資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・フローは、投資有価証券及び子会社売却収入の寄与により2億61百万円のプラス

　　となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  　　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済を主因に8億18百万円のマイナスとなりました。

　　こうした結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末の5億96百万円から3億93百万円減少して2億2百万円

　　となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　（平成21年３月期の見通し）

  　当社グループは、前年度にデジタル家電事業分野における完成品販売事業のウェイトを高めた経営諸施策を重　

　点的に実施した結果、完成品事業の拡大には一定の成果を挙げたものの、営業キャッシュ・フローの大幅な赤字に

　伴い、資金繰りが逼迫いたしました。斯かる事態を受け、平成21年３月期は営業キャッシュ・フローの黒字化を最

　重要経営課題と捉え、以下の諸施策を実施しております。

　・ 事業分野別、地域別でのビジネスモデルの見直しと最適化

　・ 事業部門及びプロジェクト単位での採算性の検証による支払条件の改善、不採算部門及びプロジェクトの廃

　　 止、不稼動資産の圧縮、余剰人員の削減若しくは再配置

　・ グループ構成会社の再編  

 　

　　事業分野別の取り組みにつきましては以下の通りです。

  　　デジタル家電事業分野におきましては、世界のデジタル放送の４つの標準規格に関するコア（要素技術）開発

　　が完了し全世界対応のデジタルテレビソリューションを提供できる技術基盤が整いました。今後は各国、各地域

　　(デジタル放送の４つの標準規格により分類される、日本、北米、欧州・中東アフリカ・アジア、中国の４主要

　　地域)の実態にあった商品・販売戦略のタイムリーな導入により市場占有率の拡大を図っていきます。日本市場

　　においては特にこれらの要素技術を最大限に生かし且つ他社の技術も取り込みパーソナルTV市場及びコマーシャ

　　ル市場など垂直特定市場に特化した当社ならではのユニーク且つ融合商品・販売戦略を展開していきます。　　

　　また、商品企画・販売においてはセグメントマーケティングが有効であるため、戦略子会社であるバイ・デザイ

　　ン・マーケティング(株)とブランド力・商品企画力のある企画販売会社の戦略提携を推進してまいります。一

　　方、海外市場では「開発期間短縮」及び「量産フェーズへの早期移行」を可能にするソリューションの提供が有

　　効であることから、グローバルチップメーカとの共同販売体制を軸に、顧客の開発負担を削減するべく受託サー

　　ビス若しくはデジタルTV開発KITを供給します。これにより量産への早期移行と移行時の受注獲得に確実につな

　　げることを可能とし、デジタルテレビにおける当社ソフトウェア製品の市場占有率の増大を目指します。デジタ

　　ルTV開発KITのメリットは

　　　顧客との開発責任分担がさらに明確化し当社の開発負担の軽減：　人件費、開発資金

　　　開発KIT（SDK）を販売することにより収益向上

　　　Royalty収入による利益率の向上

　　　受託開発収入の確保

　　　また、SW ライセンス事業を主体に利益率の向上を図る事業モデルを積極的に行っていきます。さらにテレビ

　　周辺機器分野におきましても、今後PC向けUSBタイプDTVチューナーさらにはBlu-rayプレーヤ、及びテレビとの

　　複合機種等を投入していくことにより高収益の見込めるニッチ市場を鋭意開拓していきます。　 

　　モバイル関連事業分野では、高成長の見込まれるアジア、とりわけインドにおいて、モバイル放送とWiMAXブロ

　　ードバンドを組み合わせた特徴あるコミュニケーションツールならびにコンテンツを提供し、収益機会を補足し

　　てまいります。また、既にトップクラスの実績を有するSDIOの分野におきましては、テレビ及び周辺機器向けワ

　　イヤレスソリューションを提供するなど新市場を積極的に創造していきます。さらに高収益の見込めるQA・検証

　　サービス及びアプリケーション開発につきましては、外部リソースの活用により安定拡大型の収益成長を目指し

　　ます。

　　　ネットワーク関連事業分野では、「WiMAX向けB&B(Broadband&Broadcast)端末の商品企画」及び「コンテン・

　　ポータルの企画・運営」の側面からWiMAXブロードバンドサービスの普及をインド及びその他の国・地域におい

　　て促進してまいります。またWiMAX規格の据置端末及び携帯機器の企画開発及び、IPTVや携帯電話ユーザー・PC

　　ユーザー・TVユーザーが相互にコミュニケーション可能なクロスプラットフォームの提供を手がけるなど、今後
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　　通信・放送インフラの整備が急務となりつつある新興国市場に対して、インフラからコンテンツまでを提供する

　　垂直統合モデルを確立し、BRICs&VISTA等を中心に水平展開を図っていくことを予定しております。

　

　　　上記の取り組みにより、今年度下期以降は営業キャッシュ・フローの黒字と利益の両立する体質への転換が見

　　込めるものの、上期の大幅な赤字により通期の連結業績予想は以下のように見込んでおります。

　        [連結業績見通し]

　       　売上高　　　　 5,400百万円

　       　営業損失　　　 1,350百万円

　       　経常損失　　　 1,750百万円

　       　当期純損失　　 6,900百万円 

 

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）

※2.の株式会社サクセスは非連結子会社なので連結範囲の変更はありません。

 

１．当社は、平成20年６月25日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である株式会社ジークスの全株

式を平成20年７月24日に売却いたしました。その概要は次のとおりであります。これに伴い株式会社ジークスは

当社の連結子会社からはずれました。

①売却の理由

　経営資源の選択と集中によるノンコア事業・資産の処分を推進しております。今回その一環として当社保有の

子会社株式を売却するものでありますが、当該売却により得られた資金をコア事業へと集中させ、営業キャッシュ

フローの早期黒字化を確実なものとするためであります。

②株式売却の相手の名称

　北洋情報システム株式会社

③当該子会社の事業内容及び当社との取引

　当該子会社の事業内容

　　ウェブアプリケーションの開発・販売

　当社との取引

　　直接の営業取引はありません

④株式売却の時期

　平成20年７月24日

⑤売却する株式の総数、売却価額総額及び売却後の持分比率

  売却する株式の総数：400株

　売却価額総額：59,500千円

　売却益：181千円

　売却後の持分比率：0％

 

２．当社は、平成20年８月13日開催の取締役会において、当社の非連結子会社である株式会社サクセスの全株式

を売却することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。その概要は次のとおりであります。

①売却の理由

　経営資源の選択と集中を推進しておりますが、当社グループと株式会社サクセスの間における事業提携関係の

　構築に一定の目途がたったことを踏まえ、事業提携を維持したまま、投下資本の回収を図るものであります。

②株式売却の相手の名称

　吉成　隆杜氏（株式会社サクセス　代表取締役社長） 

③当該子会社の事業内容及び当社との取引

　当該子会社の事業内容

　  ・家庭用ゲーム・オンラインゲーム・携帯コンテンツ等　

　　　の開発及び販売

　　・ウェブコンテンツの開発及び販売

　　・パーソナルテレビ市場において、エンターテイメント性・カスタマイズ性の高いコミュニケーションツー

　　

　　　ルやコミュニティサイトを中核とした携帯・ＰＣ・ＴＶ共通のコンテンツ・ポータルサイトサービス等を

　　　他社に先行して提供する等の共同プロジェクト
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　当社との取引

　　直接の営業取引はありません。資本関係はなくなりますが、パーソナルテレビ市場において、エンターテイ

　　メント性・カスタマイズ性の高いコミュニケーションツールやコミュニティサイトを中核とした携帯・Ｐ

　　Ｃ・ＴＶ共通のコンテンツ・ポータルサイトサービス等を他社に先行して提供する等の共同プロジェクトを

　　今後とも提携して行います。

④株式売却の時期

　平成20年８月29日

⑤売却する株式の総数、売却価額総額及び売却後の持分比率

  売却する株式の総数：500,000株

　売却価額総額：15,350千円

　売却損益：0円

　売却後の持分比率：0％

 

（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固定資産の減価償却の算定方法

　減価償却の方法として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

して算定しております。

②一般債権の貸倒見積高の算定方法　　

　当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末において算定したものと著しい変動がないと認

められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

③棚卸資産の評価方法　

　当第2四半期連結会計期間末における棚卸高の算出については、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しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げについては、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、

簿価切下げを行っております。

 

（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。

　これにより税金等調整前四半期純利益が、272,644千円減少しております。

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。この変更が損　

　　益に与える影響は軽微であります。また、セグメント情報に与える影響も軽微であります。
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　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

　　　当社グループは、平成21年度第1～2四半期連結会計期間において継続して営業キャッシュ・フローの黒字

化を達成したものの、四半期純損失69億95百万円を計上しております。また取引金融機関からの借入の一部につ

いて約定上の返済期限を経過しているものがあります。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 当社グループは当該状況を改善するために、以下の施策の一部をすでに実施しており、未実

施のものについては順次実施してまいります。

　　

　　 特徴ある商品・サービスの企画・販売

　当社グループのソフトウェアは、世界各地域のデジタルTV規格を網羅しており、当社グループでは完成品の販

売から基幹部品であるモジュールの設計・製造・販売、さらには商品納品後のサポート・メンテナンスまでを幅

広く事業展開して参りました。近年デジタル化の一層の進展に伴い種々のデジタル複合端末機が増加する中、当

社は中期的な経営方針として、通信と放送の融合（Broadband&Broadcasting,以下B&B™）市場攻略を最重要課題と

位置づけ、デジタル水源理論の拡大適用の一環として、A2D戦略（積極的な事業提携や出資による事 業拡大と技

術力の一層の強化）を推進しております。 B&B™の下でTVは、「端末、メディアを意識することなく、好きなコン

テンツを視聴したり、好きな時に誰とでも コミュニケーションを楽しむことが可能になる」と考えております。

こうした事業環境の変化の中で当社製品が競 争優位を保ち続けるためには、「ワンストップソリューション」、

「高品質」、「実績」、「価格競争力」に加え　　「端末の融合」、「プラットフォームの融合」、「TVの視聴

方法の変化」を見据えた付加価値機能を提供していけるかがB&B™市場攻略の要と位置づけております。その中で

も「安価で効率性の高いプラットフォーム」、「コンテンツの転送・共有機能」、「カスタマイズ性の高いコミュ

ニケーションツール」、「コンテンツ」の4つの機能が製品の付加価値を大きく左右すると考え、これらの技術・

ノウハウの蓄積に向け戦略的パートナーとの提携を推進しております。上記経営方針の下、事業戦略としまして

は、パーソナルテレビ市場に特化した商品の企画販売を推進します。

     具体的にはセグメント・マーケティングに基づいたうえで、当社及びパートナー会社の保有するユニークな

要素技術より、以下のカテゴリー別に商品の企画販売を実施いたします。

　　 ①複合商品

　　 ②IPTVプラットフォームとデジタルTVプラットフォームを搭載した情報家電機器

　　 ③携帯機器・PC・TV共通のコミュニケーション・プラットフォームとデジタルTVプラットフォームを搭載し

た情報家電機器更にアジア市場にて当社の戦略的提携先である米国SOMA社との協業体制で展開しているWiMAX事業

は、プラットフォームから、通信システム、コンテンツ・アプリケーションの提供までを一括して行う垂直統合

モデルを採用しており、B&B™市場の創出という画期的な試みとなります。当社としましては、IPTVプラットフォー

ムおよびコンテンツ・ポータルの分野を中心に商品・サービスを提供してまいります。

　　 以上の特徴ある商品・サービスの企画・販売を推進するに際して、回収期間の短縮化をはじめとする営業

キャッシ ュフロー黒字化の取り組みが前提となることは言うまでもありません。

　　　

　　 資本業務提携による収益面ならびに財務面の強化

　IP化・デジタル化は世界的な潮流として定着しており、今後のB&B™市場攻略にとりましてグローバルな生産・

販売ネットワークの構築がTime to Marketにとっては不可欠な状況となっております。当社としましては、こう

したグローバルネットワークの構築にあたってはグローバルな生産・販売ネットワークを有している事業会社と

の提携が有効であると認識しており、すでに複数社との間におきまして、戦略的業務提携もしくは資本業務提携

の協議を進めております。

　　

     投資有価証券及び関係会社株式の売却

　当社グループは事業のシナジー効果や補完機能、あるいは将来的発展のために関係する事業会社に資本参加し、

必要に応じて連結子会社として参りました。その後のビジネスの展開に伴い、お互いの必要性と信頼関係に基づ

くギブ・アンド・テイクにより必ずしも資本関係を有しなくても継続的にビジネスパートナーとして共存する基

盤の出来上がった事業会社も存在します。当社グループは一部子会社株式をすでに売却し、また他の関係会社に

ついても迅速かつ慎重に協議しておりますが、当社にとって魅力あるオファーも少なからずあることから状況に

応じて売却する方針が固まっており、最終協議を行っております。
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　　 運転資金の確保 　

取引金融機関からの借入金のうち、一部約定上の期限を経過しているものについては今後の返済計画について取

引金融機関又はその債権譲渡先と協議を行っております。また現在存在する売掛金の早期回収に注力するととも

に、今後の売上取引については回収期間の短期化を図ります。

　　 その他事業の見直しによる大幅なコスト削減の実施

  ソフトウェアの開発について、コア部分については一巡したとの認識のもと、コスト削減を目的として開発部

門の大半の海外拠点（主にシンガ ポール、インド）へのシフトを始めております。ただし当社グループの事業戦

略上重要性の高い開発部門は日本に残す予定です。営業部門におきましても、営業力を強化集中しより効率的な

営業体制を構築するため、不採算なプロジェクトを見直し利益管理をより徹底して参ります。以上により固定費

の大幅な削減を実施して参ります。

　営業キャッシュフローの継続的な黒字化と有価証券の売却を柱とする上記の諸施策を実施していくことにより、

継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

　当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表には反映しておりません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
デジタル
家電事業
（千円）

モバイル
関連事業
（千円）

ネットワー
ク関連事業
（千円）

戦略的投資事
業

（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
376,439 69,197 123,611 0 570,247  569,247

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 0 1,000 0 1,000 △1,000　 0

計 376,439 69,197 124,611 0 570,247 △1,000 569,247

営業利益又は

　　　営業損失（△）
△834,833 6,639 7,889 △123 △820,428 △106,546 △926,974

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）

 
デジタル
家電事業
（千円）

モバイル
関連事業
（千円）

ネットワー
ク関連事業
（千円）

戦略的投資事
業

（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
810,093 268,985 240,611 0 1,319,690 0 1,319,690

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
45 0 1,000 0 1,045 △1,045　 0

計 810,138 268,985 241,611 0 1,320,735 △1,045　 1,319,690

営業利益又は

　　　営業損失（△）
△1,290,123 △20,482 △114,693 △346 △1,425,646 △206,674 △1,632,320

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

デジタル家電事業
デジタルＴＶソフトウェア関連、ハードウェア（デジタルＴＶモジュー

ル）、ＩＰ・ＳＴＢ、Zyyx-TV、ThinClient）、デジタルＱＡ

モバイル関連事業 携帯（携帯エミュレータ、携帯アプリ）、カーナビ、携帯ＱＡ

ネットワーク関連事業
ブロードバンド無線機器、セキュリティ、ネットワーク、

ＮＡＳ/ＲＡＩＤ、ＳＤ/ＳＤＩＯ，無線ＬＡＮ

戦略的投資事業 投資、アドバイザリー

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は206,674千円であり、その主なものは

管理部門に係る費用であります。
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〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 日本（千円） 北米（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 549,084 2,721 17,443 569,247 0 569,247

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
488 511 25,717 26,716 △26,716 0

計 549,571 3,232 43,160 595,963 △26,716　 569,247

営業利益又は営業損失（△） △663,266 △57,025 △105,312 △825,604 △101,370 △926,974

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）

 日本（千円） 北米（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 1,288,065 4,524 27,100 1,319,690 0 1,319,690

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
5,574 634 25,727 31,936 △31,936 0

計 1,293,639 5,158 52,828 1,351,626 △31,936　 1,319,690

営業利益又は営業損失（△） △1,090,261 △147,600 △187,784 △1,425,646 　△206,674 △1,632,320

　

　　　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 　　 ２．本邦以外の区分に属する国　 

          北米………米国

 　　　　 アジア……シンガポール

　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は206,674千円であり、その主なも

　　　　　のは管理部門に係る費用であります。　　　　

 

 

〔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)　

 北米 アジア その他の地域 計  

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,926 55,754 32 57,910  

Ⅱ　連結売上高（千円） － － －   1,319,690  

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
0.30 4.22 0.0 4.52  

 

 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 　　 ２．本邦以外の区分に属する国　 

          北米………米国

 　　　　 アジア……シンガポール

　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は206,674千円であり、その主なも

　　　　　のは管理部門に係る費用であります。　　　　

 

　

（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。
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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 202,957 596,080

受取手形及び売掛金 4,350,234 7,481,150

商品 221,910 1,107,971

製品 206,459 172,708

半製品  288

原材料 2,367 1,746

仕掛品 440,518 404,639

短期貸付金 57,359 1,149,775

その他 814,466 1,170,213

貸倒引当金 △2,674 △612

流動資産合計 6,293,599 12,083,961

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,460 50,765

機械装置及び運搬具 50,164 62,791

その他 58,653 70,778

有形固定資産合計 150,278 184,334

無形固定資産   

のれん 1,305,251 1,376,794

ソフトウエア 2,186,205 2,778,844

ソフトウエア仮勘定 2,143,164 2,307,507

その他 318,372 362,660

無形固定資産合計 5,952,994 6,825,807

投資その他の資産   

投資有価証券 3,508,307 4,545,281

関係会社株式  －

その他 442,842 739,295

貸倒引当金 △94,169 △92,869

投資その他の資産合計 3,856,980 5,191,707

固定資産合計 9,960,253 12,201,850

繰延資産   

繰延資産合計 12,411 9,388

資産合計 16,266,264 24,295,200



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,133,134 2,023,434

短期借入金 6,254,780 8,040,188

1年内返済予定の長期借入金 1,252,836 1,899,345

未払法人税等 184,677 201,515

和解引当金 70,000  

その他 328,148 801,481

流動負債合計 9,223,576 12,965,965

固定負債   

長期借入金 902,331 884,122

負ののれん 2,588 3,272

退職給付引当金  5,682

その他  291

固定負債合計 904,919 893,369

負債合計 10,128,495 13,859,334

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,406,615 5,663,054

資本剰余金 5,243,373 4,500,145

利益剰余金 △5,208,330 1,786,536

自己株式 △8,983 △9,316

株主資本合計 6,432,675 11,940,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △305,688 △1,493,842

繰延ヘッジ損益  364

為替換算調整勘定 8,579 △56,718

評価・換算差額等合計 △297,108 △1,550,196

新株予約権  21,650

少数株主持分 2,201 23,991

純資産合計 6,137,768 10,435,865

負債純資産合計 16,266,264 24,295,200



（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 1,319,690

売上原価 1,954,949

売上総利益 △635,259

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 997,000

営業利益 △1,632,260

営業外収益  

受取利息 6,728

受取配当金 5,192

有価証券売却益 88,477

負ののれん償却額 684

その他 4,356

営業外収益合計 105,439

営業外費用  

支払利息 130,779

為替差損 54,829

支払手数料 120,800

その他 3,874

営業外費用合計 310,283

経常利益 △1,837,104

特別利益  

投資有価証券売却益 5,866

新株予約権戻入益 5,250

製品保証引当金戻入額 7,481

子会社株式売却益 32,078

特別利益合計 50,676

特別損失  

前期損益修正損 916,300

たな卸資産評価損 272,644

投資有価証券評価損 1,499,674

固定資産除却損 341,059

貸倒損失 1,839,232

その他 210,410

特別損失合計 5,079,320

税金等調整前四半期純利益 △6,865,749

法人税、住民税及び事業税 21,548

法人税等調整額 130,009

過年度法人税等戻入額 △55

少数株主利益 △21,790

四半期純利益 △6,995,461



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 569,247

売上原価 1,051,658

売上総利益 △482,410

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 444,562

営業利益 △926,973

営業外収益  

受取利息 2,973

有価証券売却益 96,208

負ののれん償却額 342

為替差益 284

その他 849

営業外収益合計 100,658

営業外費用  

支払利息 80,542

支払手数料 3,048

その他 2,730

営業外費用合計 86,321

経常利益 △912,636

特別利益  

投資有価証券売却益 1,015

子会社株式売却益 32,078

特別利益合計 33,093

特別損失  

前期損益修正損 916,300

投資有価証券評価損 1,334,674

固定資産除却損 1,410

貸倒損失 1,402,507

その他 138,438

特別損失合計 3,793,331

税金等調整前四半期純利益 △4,672,874

法人税、住民税及び事業税 19,936

法人税等調整額 32,048

過年度法人税等戻入額 △55

法人税等合計 51,930

少数株主利益 △6,378

四半期純利益 △4,718,426



（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利益 △6,865,749

減価償却費 662,871

のれん償却額 71,543

負ののれん償却額 △684

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9,196

受取利息及び受取配当金 △11,921

支払利息 130,779

支払手数料 113,349

株式交付費償却 2,176

貸倒損失 1,839,232

たな卸資産評価損 272,644

固定資産除却損 341,059

投資有価証券売却損益（△は益） △73,342

投資有価証券評価損益（△は益） 1,499,674

売上債権の増減額（△は増加） 1,744,439

仕入債務の増減額（△は減少） △909,302

たな卸資産の増減額（△は増加） 462,527

前期損益修正損益（△は益） 916,300

その他 22,069

小計 208,471

利息及び配当金の受取額 6,694

利息の支払額 △43,685

法人税等の支払額 △19,267

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,212

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 △10,832

無形固定資産の取得による支出 △191,391

関係会社株式の取得による支出 △22,104

子会社株式の売却による収入 164,643

投資有価証券の売却による収入 331,050

貸付けによる支出 △63,715

貸付金の回収による収入 40,000

その他 14,087

投資活動によるキャッシュ・フロー 261,737



（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) 

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 △1,735,408

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △628,324

株式の発行による収入 1,465,517

財務活動によるキャッシュ・フロー △818,215

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,123

現金及び現金同等物の期首残高 596,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 202,957



「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  6,299 100.0

Ⅱ　売上原価  5,176 82.2

売上総利益  1,122 17.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  865 13.7

営業利益  257 4.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 104   

２．負ののれん償却額 0   

３．その他 9 114 1.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 59   

２．為替差損 103   

３．その他 7 171 2.7

経常利益  200 3.2

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 131   

２．その他 0   

３．-  131 2.1

Ⅶ　特別損失    

１．内装工事費用 0   

２．-    

３．-  0 0.0

税金等調整前中間純利益  331 5.3

法人税、住民税及び事業税 152   

法人税等調整額 20 173 2.8

少数株主利益  △1 △0.0

中間純利益  159 2.5

－ 1 －



（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）

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）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 331,421 △6,865,749  865,641

減価償却費  482,457 662,871  1,178,585

のれん償却額  44,631 71,543  95,789

負ののれん償却額  △196 △684  △1,453

販売権償却  25,002 －  50,005

製品保証引当金の増
減額（△減少額）

 285 △9,196  446

退職給付引当金の増
減額（△減少額）

 600 －  1,203

受取利息及び受取配
当金

 △113,331 △11,921  △206,544

支払利息  59,175 130,779  149,842

支払手数料　  － 113,349  113,350

株式交付費償却  1,213 2,176  2,684

貸倒損失　  － 1,839,232  －

たな卸資産評価損  － 272,644  －

有形固定資産除却損  118 341,059  38,996

投資有価証券売却益  △131,396 △73,342  △219,284

投資有価証券評価損
　

 － 1,499,674  539,613

前渡金の増減額（△
増加額）

 △596,590 －  △720,201

預け金の増減額（△
増加額）

 － －  127,720

売上債権の増減額
（△増加額）

 △1,451,416 1,744,439  △5,299,541

仕入債務の増減額
（△減少額）

 827,482 △909,302  373,498

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △341,640 462,527  △517,017

前期損益修正損　  － 916,300  －

その他  95,463 22,069  753,739

小計  △766,718 208,471 975,189 △2,672,924

利息及び配当金の受
取額

 42,359 6,694  52,343

利息の支払額  △40,698 △43,685  △157,451

法人税等の支払額  △392,527 △19,267  △545,248

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,157,584 152,212 1,309,796 △3,323,281

－ 2 －



  
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）

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）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

有形固定資産の取得
による支出

 △38,282 △10,832  △62,908

無形固定資産の取得
による支出

 △758,786 △191,391  △1,450,778

子会社株式の売却に
よる収入　

 － 164,643  －

関係会社株式の取得
による支出　

 － △22,104  －

投資有価証券の取得
による支出

 △1,179,839 －  △1,163,444

投資有価証券の売却
による収入

 264,107 331,050  451,057

貸付金の回収による
収入

 386,908 40,000  509,908

貸付金の貸付による
支出

 △440,000 △63,715  △999,829

その他  191,622 14,087  △11,222

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,574,269 261,737 1,836,006 △2,727,217

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増減
額

 1,858,804 △1,735,408  5,460,726

長期借入による収入  － 80,000  －

長期借入の返済によ
る支出

 △378,819 △628,324  △1,020,380

社債の償還による支
出　

 － －  △5,300,000

株式の発行による収
入

 15,993 1,465,517  2,709,061

新株予約権の発行に
よる収入

 － －  35,000

その他  － －  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,495,978 △818,215 △2,314,193 1,884,407

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △6,785 11,141 17,926 △43,428

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少額）

 △1,242,661 △393,123 849,538 △4,209,518

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,805,599 596,080 △4,209,519 4,805,599

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 3,562,938 202,957 △3,359,981 596,080

      

－ 3 －



（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）

 
デジタル
家電事業
（千円）

モバイル
関連事業
（千円）

ネットワー
ク関連事業
（千円）

戦略的投資事
業

（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
4,443,035 568,230 1,287,735 － 6,299,001 － 6,299,001

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 4,443,035 568,230 1,287,735 － 6,299,001 　　－ 6,299,001

営業費用 4,394,398 508,494 901,652 229 5,804,774 236,882 6,041,657

営業利益又は

　　　営業損失（△）
48,637 59,736 386,082 △229 494,227 (236,882) 257,344

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

デジタル家電事業
デジタルＴＶソフトウェア関連、ハードウェア（デジタルＴＶモジュー

ル）、ＩＰ・ＳＴＢ、Zyyx-TV、ThinClient）、デジタルＱＡ

モバイル関連事業 携帯（携帯エミュレータ、携帯アプリ）、カーナビ、携帯ＱＡ

ネットワーク関連事業
ブロードバンド無線機器、セキュリティ、ネットワーク、

ＮＡＳ/ＲＡＩＤ、ＳＤ/ＳＤＩＯ，無線ＬＡＮ

戦略的投資事業 投資、アドバイザリー

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は236,882千円であり、その主なものは

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）

 日本（千円） 北米（千円） アジア（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 4,568,079 17,356 1,713,565 6,299,001 － 6,299,001

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
599,847 97,388 78 697,314 (697,314) －

計 5,167,926 114,745 1,713,644 6,996,315 (697,314) 6,299,001

営業費用 4,738,506 194,495 1,569,086 6,502,088 (460,431) 6,041,657

営業利益又は営業損失（△） 429,419 △79,750 144,558 494,227 (236,882) 257,344

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する国

北米………米国

アジア……シンガポール

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は236,882千円であり、その主なものは管理部

門に係る費用であります。

〔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）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 944,011 1,020,272 101,940 2,066,224

－ 4 －



 北米 アジア その他の地域 計

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 6,299,001

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
15.0 16.2 1.6 32.8

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する国

北米………米国

アジア……韓国、台湾、シンガポール、マレーシア等

その他の地域……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。

－ 5 －
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