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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,739 ― △460 ― △399 ― △380 ―
20年3月期第3四半期 2,107 8.8 △433 ― △433 ― △349 ―

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3四半期 △9,243.89 ―
20年3月期第3四半期 △8,476.00 ―

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3四半期 2,548 2,031 70.4 43,552.44
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3四半期  1,793百万円 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  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

通期 3,000 △2.3 △390 ― △380 ― △380 ― △9,226.21

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３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．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。 
２．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。  

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3四半期 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3四半期 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3四半期 41,186株 20年3月期第3四半期 41,186株



※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。 

  当第3四半期、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、世界経済は、米国の

サブプライムローン問題による世界同時株安等により、景気後退が更に一段と強まっております。一方、国内経済に

おいても、世界的な需要の急激な減少や円高により、企業収益は急速に悪化し、設備投資が減少しております。ま

た、雇用・所得環境も厳しさが増し、個人消費にも悪影響が出ております。 

 エレクトロニクス業界につきましては、自動車関連分野で急激な市場規模の縮小に見舞われ、また、薄型テレビ及

び携帯電話等のデジタル家電製品も成長が鈍化しており、需要の減速が進んでおります。 

 このような状況下、当第3四半期の業績は、グラフィックス関連を中心に売上を伸長させましたが、前期に事業縮

小をしたターンキーサービス関連の売上の減少をカバーすることができず、1,739,106千円（前年同期比17.5％減）

となり、新型の遊技機器向けグラフィックスLSI「JIGENシリーズ」の研究開発等により販売費及び一般管理費が増加

し、営業損失460,700千円（前年同期は営業損失433,351千円）となりました。しかしながら、ウォン安等により為替

差益が84,987千円発生したことにより経常損失399,435千円（前年同期は経常損失433,190千円）と前年同期より改善

いたしました。 

 なお、子会社WIDE Corp.(以下、WIDE社）の業績が改善したことにより少数株主損失が42,249千円（前年同期は少

数株主損失96,581千円）に減少したこと等により、四半期純損失は380,718千円（前年同期は四半期純損失349,092千

円）を計上いたしました。  

  

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、WIDE社の産業用液晶モニターの販売は、従来より米国では低調でしたが、欧

州で売上を伸長させました。国内においては、平成20年度診療報酬改訂により、これまで当社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したが、金融市場の混乱に伴いリース等による病院の資金調達が滞

り、納入に遅れが出てきております。なお、WIDE社につきましては、第4四半期も欧州を中心に業績を伸ばし、通期

で黒字化する見通しであります。アミューズメント事業は、新型のグラフィックスLSI「JIGENシリーズ」の開発を

完了させ、営業を開始しました。平成21年1月より、開発キット（SDK:System Design Kit)を大手遊技機器メーカー

及び大手液晶ユニットメーカー等に貸出し、現在、当該LSIの評価を進めて頂いております。  

 この結果、売上高1,426,084千円（前年同期比9.9％増）と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352,223千円（前年同期は営業損失315,066千円）となりました。 

  
2）部材関連事業 

 WIDE社の平成19年5月の子会社化に伴い、当期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

311,668千円（前年同期比28.8％減）、営業利益4,513千円（同35.7％減）となりました。 
  
3）その他  

 前期に事業を縮小したターンキーサービス関連で、売上高1,352千円、営業損失4,830千円を計上いたしました。 
  
4）研究開発活動  

 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、クリニック向け医用画像参照シス

テム「LumiPACSシリーズ」等の開発を行い、アミューズメント事業では、新型のグラフィックスLSI「JIGENシリー

ズ」の開発を行いました。その結果、当第3四半期において研究開発費294,494千円（前年同期比65.6％増）を計上

いたしました。  

   

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第3四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度期末と比較し1,619,515千円減少し、2,548,716千円

となりました。資産の内訳は、流動資産が2,182,489千円（前連結会計年度末比1,276,629千円減）、固定資産が

366,227千円（同342,885千円減）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452,182千円減少したこと並びに受取手形及び売掛金が686,471千円減少したこ

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、

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



前連結会計年度末と比較し646,982千円減少し、517,712千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失380,718千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543,621千

円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較し972,532千円減少し、2,031,003千円となりました。 

  
②キャッシュ・フローの状況 

 当第3四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

450,197千円減少し、当第3四半期末で977,723千円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は71,799千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

421,558千円及びたな卸資産の増加46,586千円等の減少要因がありましたが、売上債権の減少451,512千円等の増加要

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28,227千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69,507千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460,335千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。   

  

 前述のように、グラフィックス関連で国内の医用画像向けグラフィックスボードの販売において若干、懸念が出て

きておりますが、WIDE社の産業用液晶モニターの販売は欧州を中心に順調に伸長しており、平成21年3月期連結業績

予想につきましては、平成20年10月27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。  

  

 該当事項はありません。   

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．連結業績予想に関する定性的情報 

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）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 

（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46,292千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 956,938 1,409,120

受取手形及び売掛金 601,151 1,287,622

有価証券 24,615 18,800

製品 179,949 283,281

原材料 430,748 518,960

仕掛品 23,509 9,298

その他 89,724 107,419

貸倒引当金 △124,148 △175,385

流動資産合計 2,182,489 3,459,118

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 88,200 141,627

その他（純額） 10,260 12,261

有形固定資産合計 98,460 153,888

無形固定資産   

のれん 141,007 153,425

その他 8,136 180,005

無形固定資産合計 149,144 333,430

投資その他の資産   

投資有価証券 55,916 55,247

その他 62,705 166,545

投資その他の資産合計 118,621 221,793

固定資産合計 366,227 709,112

資産合計 2,548,716 4,168,231

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,272 41,784

短期借入金 298,116 374,205

未払法人税等 4,491 7,512

引当金 22,843 36,081

その他 119,714 141,967

流動負債合計 475,437 601,551

固定負債   

新株予約権付社債 － 500,000

退職給付引当金 42,275 63,143

固定負債合計 42,275 563,143

負債合計 517,712 1,164,695



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 △4,543,279 △3,999,657

自己株式 △185 △241

株主資本合計 1,968,484 2,512,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,567 △5,875

為替換算調整勘定 △160,166 △4,482

評価・換算差額等合計 △174,733 △10,357

少数株主持分 237,252 501,843

純資産合計 2,031,003 3,003,536

負債純資産合計 2,548,716 4,168,231



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,739,106

売上原価 1,294,658

売上総利益 444,447

販売費及び一般管理費 905,147

営業損失（△） △460,700

営業外収益  

受取利息 6,812

為替差益 84,987

その他 7,579

営業外収益合計 99,379

営業外費用  

支払利息 16,568

その他 21,546

営業外費用合計 38,114

経常損失（△） △399,435

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 6,233

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,869

特別損失合計 25,103

税金等調整前四半期純損失（△） △421,558

法人税、住民税及び事業税 1,409

法人税等合計 1,409

少数株主損失（△） △42,249

四半期純損失（△） △380,718



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △421,558

減価償却費 44,174

無形固定資産償却費 10,807

のれん償却額 12,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,325

引当金の増減額（△は減少） △7,182

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,848

受取利息及び受取配当金 △7,567

支払利息 16,568

為替差損益（△は益） 3,509

固定資産除却損 6,233

社債償還損 5,000

関係会社整理損 13,869

売上債権の増減額（△は増加） 451,512

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,586

仕入債務の増減額（△は減少） 11,015

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,954

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,533

その他 1,454

小計 85,566

利息及び配当金の受取額 6,958

利息の支払額 △16,640

法人税等の支払額 △4,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,799

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 △17,760

無形固定資産の取得による支出 △2,621

投資有価証券の取得による支出 △11,539

貸付けによる支出 △1,049

貸付金の回収による収入 485

敷金及び保証金の差入による支出 △30,208

敷金及び保証金の回収による収入 69,507

その他 21,412

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,227

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 434,820

短期借入金の返済による支出 △390,156

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 △460,335



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △89,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450,197

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 977,723



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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（109,070千円）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３四半期連結累計期

間の営業損失が、グラフィックス関連事業で46,292千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３四

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1,352千円、営業損失4,830千

円であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  1,426,084  311,668  1,352  1,739,106  －  1,739,106

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,426,084  311,668  1,352  1,739,106  －  1,739,106

営業利益又は営業損失（△）  △352,223  4,513  △4,830  △352,540  △108,160  △460,700



  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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．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(109,070千円)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３四半期連結累計期

間の営業損失が、韓国で46,292千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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、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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  490,176  878,501  369,075  1,352  1,739,106  －  1,739,106

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 74,408  290,488  7,428  －  372,325  △372,325  －

計  564,584  1,168,990  376,503  1,352  2,111,431  △372,325  1,739,106

営業利益又は営業損失（△）  △241,351  △149,877  △20,326  △72,896  △484,451  23,751  △460,700

〔海外売上高〕 

  アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  754,740  368,434  405,657  11,527  1,540,361

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,739,106

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 43.4  21.2  23.3  0.7  88.6

（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。 

  



「参考資料」  

前年同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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   2,107,789 100.0

Ⅱ 売上原価   1,759,750 83.5

売上総利益   348,038 16.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   781,389 37.1

営業損失（△）   △433,351 △20.6

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息 7,711    

２ 受取配当金 2,716    

３ 業務受託収入 4,500    

４ 雑収入 8,541 23,469 1.1

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息 13,788    

２ 投資有価証券評価損 6,728    

３ 保険積立金解約損 1,758    

４ 為替差損 730    

５ 雑損失 302 23,308 1.1

経常損失（△）   △433,190 △20.6

Ⅵ 特別利益      

１ 営業譲渡利益 59,378    

２ 補償金収入 15,791    

３ 持分変動損益 33,723    

４ その他 15 108,908 5.2

Ⅶ 特別損失      

１ 事業整理損失 42,136    

２ たな卸資産評価損 16,046    

３ 社債償還損 14,799    

４ 事業整理損失引当金繰入額 14,619    

５ その他 9,002 96,604 4.6

税金等調整前四半期純損失（△）   △420,885 △20.0

法人税、住民税及び事業税 1,068       

法人税等調整額 23,719 24,788 1.2

少数株主損失   96,581 4.6

四半期純損失（△）   △349,092 △16.6

       



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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 △420,885

減価償却費  41,884

無形固定資産償却額   28,112

のれん償却額   9,554

貸倒引当金の増減額   28,548

賞与引当金の増減額  △11,377

製品保証引当金の増減額 △557

返品調整引当金の増減額 △247

事業整理損失引当金の増減額   14,619

退職給付引当金の増減額 △13,414

受取利息及び受取配当金 △10,427

為替差損益  △13,442

支払利息   13,788

営業譲渡益  △59,378

補償金収入  △15,791

持分変動損益 △33,723

投資有価証券評価損   6,728

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  3,492

たな卸資産の増減額  263,543

前渡金の増減額 △117

未収入金の増減額  12,403

仕入債務の増減額 △117,213

その他の流動資産の増減額 △19,786

前受金の増減額 △49,971

その他の流動負債の増減額 △243,706

その他   18,043

小計  △552,762

利息及び配当金の受取額  16,508

利息の支払額  △37,968

法人税等の支払額  △2,423

営業活動によるキャッシュ・フロー △576,645



  

  

  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 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  △69,258

無形固定資産等の取得による支出  △9,345

連結範囲の変更に伴う子会社株式の

取得による収入 
 350,609

敷金・保証金の支出 △6,794

事業の売却による支出   1,462,215

補償金の収入  15,791

保険積立金解約による収入   9,130

その他   17,489

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,938,692

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   88,102

短期借入金の返済による支出 △708,593

長期借入金の返済による支出  △738,614

少数株主からの払込による収入   247,146

新株予約権付社債の償還による支出  △627,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,739,097

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  9,382

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △367,668

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第３四半期末
残高  2,189,296

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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：半導体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（127,191千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。  

  

前四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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．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(127,191千円)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．当四半期連結会計期間より、新規連結子会社の取得により「韓国」を表示しております。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  1,297,648  438,036  372,103  2,107,789  －  2,107,789

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,297,648  438,036  372,103  2,107,789  －  2,107,789

営業利益又は営業損失（△）  △315,066  7,021  △2,894  △310,939  △122,411  △433,351

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  698,999  626,934  468,352  313,502  2,107,789  －  2,107,789

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 162,190  339,337  10,786  55,047  567,362  △567,362  －

計  861,189  966,271  479,139  368,550  2,675,151  △567,362  2,107,789

営業利益又は営業損失（△）  △151,235  △174,960  1,578  7,497  △317,119  △116,231  △433,351



  

〔海外売上高〕 

前四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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．当四半期連結会計期間より、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。 

  

  アジア 米国 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,145,809  439,045  266,604  1,851,459

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,107,789

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 54.4  20.8  12.6  87.8
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