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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 261 ― △258 ― △245 ― △492 ―
20年3月期第3四半期 240 △47.0 △328 ― △320 ― △188 ―

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 △19,948.13 ―
20年3月期第3四半期 △7,705.81 ―

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 3,804 3,742 98.4 150,750.32
20年3月期 4,286 4,223 98.5 171,140.88

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,742百万円 20年3月期  4,223百万円

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）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 520 103.5 △328 ― △311 ― △559 ― △22,516.71

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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．その他をご覧ください。〕  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  24,826株 20年3月期  24,676株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  24,691株 20年3月期第3四半期  24,524株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年11月５日に公表いたしました業績予想について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



   当第３四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）における我が国経済は、米国サブプライムローン問

  題に端を発する世界的な信用バブルの崩壊とそれに伴う実体経済の急速な悪化の影響を強く受け、10月以降、急激か

  つ大幅な減産や雇用調整の中、極めて低調裏に推移しました。 

   このような中、当社の主要顧客業界である電子機器関連業界でも、第３四半期は今まで以上の大幅な減産や投資計

  画の見直しを進めるなど、極めて厳しい状況となりました。技術面では、携帯型端末におけるワンセグ機能の定着に

  加え、より高画質、大画面の方向に向かっていることには変わりがないため、映像・画像の圧縮伸長技術において高

  度な技術が要求されており、ビデオコーデックにおける優れたアルゴリズムを市場が求めております。また、デジタ

  ル情報家電における各製品の競争力においても、高画質化に加え高音質化が加わり、低消費電力を併せて実現する 

  オーディオコーディックが期待されております。 

   このような中、DMNAアルゴリズムを用いて高画質・高音質はもちろん、地球環境にやさしい省エネルギーなグリー

  ン製品群を提供している当社は、国際標準規格に基づく圧縮伸長ソリューションの機能強化ならびに受注活動を行う

  とともに、独自規格のオリジナル・コーディックやフレームレート変換など、新たに開発した新製品をさらに市場投

  入すべく営業努力を重ねてまいりました。 

   当期間における当社技術の採用実績としましては、携帯電話、ミュージックプレーヤー等の携帯型端末分野では、

  大手通信キャリアの携帯端末にH.264デコーダが採用されました。また、成長路線にあるデジタルフォトフレーム分 

  野でも当社のJPEGデコーダ、MP3デコーダが、同じく今後とも成長が期待される監視カメラ分野でも当社のMPEG4エン

  コーダが複数採用されました。さらに、今後拡大が期待されるネットワークによる動画配信システムにも当社技術 

  （低ビットレートでも高画質）が量産を前提とした評価ライセンスとして採用されました。 

   一方、損益面では、売上高の伸び悩みにより販管費などのコストを賄うことができず、また、第２四半期末に単機

  能LSI事業関連資産の評価損など123百万円の特別損失を計上したほか、税調整なども発生し、大幅な損失計上のやむ

  なきに至っております。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は261百万円となり、経常損失245百万円、四半期純損失492百万円と 

  なりました。 

  

   なお、事業別の業績につきましては、次のとおりです。 

   事業別売上高 

  （注）上記の金額には消費税等は含んでおりません。 

  

  （ソフトウェアライセンス事業） 

   営業活動におきましては、従来の単体IPでのライセンス販売から複数IPをモジュール化してのライセンス販売に力

  をいれました。 

   中規模案件である携帯端末向けH.264や小規模ながらデジタルフォトフレーム向けにJPEG/MP3の各種ライセンス案 

  件が複数獲得できました。セキュリティ関連では、ドアフォン向け映像アダプタへMPEG4エンコーダが採用されまし 

  た。また、比較的大型案件となるネットワーク動画配信向けの映像最適化システムへの、量産を前提とした評価ライ

  センス採用が売上に貢献するとともに、ワンセグ関連機器向けにライセンス提供したH.264からのランニング・ロイ 

  ヤルティが売上を下支えしました。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は88百万円となりました。 

  （ハードウェアライセンス事業） 

  営業活動におきましては、スケーラーLSI用IP（超解像）を中心にライセンス販売活動を展開しました。 

   大型新規案件こそなかったものの、消費電力の低さに加え、映像品質の高さも合わせて高評価を得て携帯端末用シ

  ステムLSIに採用されたH.264 Baseline Profileエンコーダ・デコーダからのランニング・ロイヤルティが売上を下 

  支えしました。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  平成20年３月期 

第３四半期累計期間 

平成21年３月期 

第３四半期累計期間 
前期（通期） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

ソフトウェアライセンス事業 

  

百万円

125

％

52.0

百万円

88

％

33.8

百万円

203

％

40.4

ハードウェアライセンス事業 110 45.9 173 66.2 294 58.6

単機能ＬＳＩ事業 5 2.1 － － 5 1.0

合 計 240 100.0 261 100.0 502 100.0



  なお、当第１四半期よりNEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）からの研究委託を受けて 

 おり、受託収入を当事業の売上に計上しております。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は173百万円となりました。 

  （単機能LSI事業） 

   地上デジタル放送のコーデックにMPEG2が使用されていることからMPEG2単機能LSIの需要はあると考えております 

  が、営業において苦戦が続いております。市場がH.264を求めていることから、当社では営業体制およびデモンスト 

  レーション用ツールの強化に加え、MPEG2からH.264に変換するトランスコーデックLSIの需要動向を見極めながら開 

  発方針においても大幅な見直しを行っております。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高はありませんでした。  

  

   ※なお、前事業年度の第３四半期の数値につきましては、参考数値となります。 

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、売掛金及び繰延税金資産の減少などにより、前期末比481百万円減少の3,804

百万円となりました。純資産につきましては、四半期純損失の計上などにより、前期末比480百万円減少の3,742百万

円となりましたが、自己資本比率については98.4％と高い水準を維持しております。  

  

   当第３四半期初め頃から鮮明になった世界・国内景気の急速な悪化傾向は、第４四半期も変わらないと思われ、従

  来にない厳しい経営環境が続くものと見込まれます。 

   一方、当社は、本年２月１日にジェネシス・テクノロジー社から半導体設計事業を譲受け、神戸テクノロジーセン

  ターとして稼働を開始しております。同事業は、同社の昨年９月25日の民事再生手続き開始の申立て発表以降、顧客

  の発注手控えの影響を受けておりました。昨年12月25日の当社への事業譲渡発表により、一部の顧客からの受注が戻

  ってきてはおりますが、未だ十分なものではなく、受注の本格回復は来期以降となる見込みです。 

   当社といたしましては、以上のような厳しい環境下、顧客の来期以降の新規開発案件に絡んだ各種ライセンス契約

  の獲得に従来にも増して取り組んでまいる計画です。 

   以上により、平成21年３月期の通期業績につきましては、売上高520百万円（前期比3.5％増）、経常損失311百万 

  円、当期純損失559百万円を見込んでおります。    

  

 該当事項はありません。   

  

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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３四半期累計期間より「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,532,610 3,618,135

売掛金 80,530 214,406

商品 － 34,713

その他 30,835 235,318

貸倒引当金 △1,299 △3,469

流動資産合計 3,642,676 4,099,105

固定資産   

有形固定資産 103,551 110,448

無形固定資産 4,850 6,825

投資その他の資産 53,686 69,918

固定資産合計 162,088 187,193

資産合計 3,804,765 4,286,298

負債の部   

流動負債   

引当金 8,780 8,602

その他 53,456 54,624

流動負債合計 62,237 63,226

負債合計 62,237 63,226

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,055 1,982,055

資本剰余金 2,117,055 2,111,055

利益剰余金 △362,583 129,961

株主資本合計 3,742,527 4,223,072

純資産合計 3,742,527 4,223,072

負債純資産合計 3,804,765 4,286,298



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 261,335

売上原価 127,752

売上総利益 133,583

販売費及び一般管理費 391,668

営業損失（△） △258,084

営業外収益  

受取利息 13,196

その他 325

営業外収益合計 13,522

営業外費用  

為替差損 905

その他 33

営業外費用合計 938

経常損失（△） △245,501

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,169

特別利益合計 2,169

特別損失  

商品評価損 30,983

委託契約解約損 92,344

特別損失合計 123,327

税引前四半期純損失（△） △366,658

法人税、住民税及び事業税 1,438

法人税等調整額 124,447

法人税等合計 125,886

四半期純損失（△） △492,544



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △366,658

減価償却費 14,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,169

賞与引当金の増減額（△は減少） 178

受取利息及び受取配当金 △13,196

売上債権の増減額（△は増加） 133,876

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,713

前渡金の増減額（△は増加） 92,344

その他 2,207

小計 △103,869

利息及び配当金の受取額 14,617

法人税等の支払額 △4,361

法人税等の還付額 3,061

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,552

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 △1,543

長期前払費用の取得による支出 △1,669

その他 △3,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,133

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,686

現金及び現金同等物の期首残高 3,517,951

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,432,265



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

  
前年第３四半期 

     （自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日） 

  

金額（千円） 
百分率 
（％）  

Ⅰ 売上高    240,455  100.0

Ⅱ 売上原価    138,939  57.8

売上総利益    101,515  42.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    429,748  178.7

営業損失    △328,232  △136.5

Ⅳ 営業外収益    12,225  5.1

Ⅴ 営業外費用    4,682  2.0

経常損失    △320,690  △133.4

Ⅵ 特別利益    5,156  2.2

税引前第３四半期純損失    △315,533  △131.2

法人税、住民税及び事業税  1,682     

法人税等調整額  △128,234  △126,551  △52.6

第３四半期純損失 
  

     
  

 △188,981  △78.6

    



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年第３四半期 

  （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前第３四半期純損失  △315,533

 減価償却費  14,215

 長期前払費用償却額  45,153

 賞与引当金の減少額  △9,128

 受取利息及び受取配当金  △11,774

 支払利息   2

 為替差損益  3,828

 売上債権の減少額   281,892

 たな卸資産の減少額   27,146

 前渡金の増加額  △92,344

 未払消費税等の減少額  △8,971

 未払費用の増加額  693

 その他  △20,164

小計  △84,985

 利息及び配当金の受取額  11,998

 利息の支払額  △1

 法人税等の支払額  △12,819

営業活動によるキャッシュ・フロー  △85,808

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出   △120

 有形固定資産の取得による支出  △6,042

 無形固定資産の取得による支出  △265

 敷金保証金の返還による収入  466

 敷金保証金の差入による支出  △2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,187

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出  △880

 株式の発行による収入  13,200

財務活動によるキャッシュ・フロー  12,320

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △81,676

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,615,347

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残高  3,533,671

    



当該事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	㈱テクノマセマティカル（3787）平成21年３月期 第３四半期決算短信（非連結）: ㈱テクノマセマティカル（3787）平成21年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


