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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 1,574 △82.5 △2,203 ― △2,348 ― △6,535 ―
20年3月期第3四半期 8,997 ― 235 ― 123 ― 74 ―

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 △46,888.32 ―
20年3月期第3四半期 709.30 673.38

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 10,566 1,404 13.3 9,972.62
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3四半期  1,404百万円 20年3月期  6,321百万円

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 1,700 ― △2,600 ― △2,800 ― △7,000 ― △50,210.17



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3四半期 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3四半期  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3四半期 139,414株 20年3月期第3四半期 105,209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っております。 

 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 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 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３四半期の

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３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比82.5％減の15億74百万円となりました。売上高の大幅な減少を受

け、売上総利益は9億8百万円の損失となり、営業損失22億3百万円、経常損失23億48百万円を計上しました。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（42億27百万円）により、四半期純損失は65億35百万円となりま

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87.3％減の8億5百万円に留まり、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58.1％減の3億25百万円に留まりました。 

  一方、ネットワーク関連事業での売上高は前年同期比75.5％減の4億56百万円となりました。   

 戦略的投資事業で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78.9％減の15億47百万円に留まりました。 

 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

 本格的寄与は来年度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３四半期連結会計期間末の総資産は前年度末比94億78百万円減少し、105億66百万円となりま

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61億78百万円減少し、33億94百万円

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33億1百万円減少し、71億61百万円となりました。 

 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45億

40百万円減少したことから、負債合計では同45億32百万円減少の91億62百万円となりました。一方、純資産は前年度

末比49億45百万円減少し14億4百万円となった結果、自己資本比率は13.3％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、税金等調整前四半期純損失が65億5百万円に対して、投資有価証券評 

  価損14億2百万円、売上債権の減少額24億60百万円があり、結果として73百万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3億88百万円のプラス 

  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8億76百万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4億20百万円減少して1億75百万円 

 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、当該状況を解消し、安定的な収益に基づく事業継続を達成するために、以下の基本方針のもと業

績の改善に努めてまいります。 

（１） 安定収益事業への集約と固定費削減 

 従来の売上高成長を志向する経営を改め、経験とノウハウの蓄積により安定収益を確保してきた検証や受託開発の

分野に集約するとともに、人件費などの固定費を大幅に削減し、安定的な事業継続を実現してまいります。 

（２） 中核技術であるグローバルDTVミドルウェアのライセンス事業強化 

 当社グループの 大の強みは世界のデジタルTV規格に対応したソリューションを提供できるところにありますが、

その中核技術であるグローバルDTVミドルウェアのライセンス事業を強化し、収益率の改善を図ります。 

（３） 投資有価証券などの資産売却によるバランスシートの改善 

 投資有価証券などの資産売却によりバランスシートの改善を図り、事業継続に適したスリム化を実現してまいりま

す。 

（４）取引金融機関との協議と資金繰り対応策 

取引金融機関からの借入金のうち、財務制限条項に抵触しているものについては、今後の返済計画を含めて取引金融

機関と協議を行っております。また現在存在する売掛金等債権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、加えて上述の固定費の大幅な削減により資金繰りの正常化を実現してまいります。

 

 上記の取り組みにより事業継続を達成し、来年度以降営業キャッシュ・フローの黒字と利益の両立する体質への転

換が見込めると考えております。2009年３月期につきましては、年明け以降に市場環境が一段と悪化、またこれに伴

い予定していた投資有価証券の売却も来年度にずれ込んだこともあり、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     1,700百万円 

  営業損失    2,600百万円 

  経常損失    2,800百万円 

  当期純損失   7,000百万円  

  

  



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） 

 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３四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３四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。 



（４）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度において不適切なのれん等の計上、売上及び売掛金の繰上げ計上及び架空計

上、売掛金の貸倒引当金計上の回避、及び債権譲渡による貸倒引当金計上の回避により、平成20年３月期の連結

売上高が20億47百万円、同営業利益20億67百万円並びに経常利益が20億37百万円、同当期純利益が41億13百万

円、それぞれ過大に計上されていたことが判明致しました。この結果、前連結会計年度において、営業損失４億

46百万円、経常損失8億8百万円及び当期純損失34億68百万円を計上することになり、当社グループ借入れの一部

に関わる財務制限条項に抵触するところとなりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間において65億35百万円及び当第３四半期連結会計期間において8億11百万円

の四半期純損失を計上した結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高が低水準にあります。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

  当該状況に対処すべく、当社グループは、不適切な会計処理の再発防止策の実施、コーポレートガバナンス体

制の改善、不適切な会計処理に関与した役員及び一部幹部社員の刷新を進めるとともに、投資有価証券などの資

産売却、固定費削減を含むキャッシュフロー重視の事業戦略を推進することにより、業績改善に取り組んでまい

ります。 

１． このような状況に至った経緯と外部調査委員会報告 

 当社は、平成20年８月１日付株式会社大阪証券取引所による当社に対する改善報告書の徴求を契機として、平

成20年8月から社外の弁護士等の協力等を得つつ、内部統制体制の構築を進めるとともに、過年度の会計処理の

適正性について確認作業を行っていたところ、当社の平成20年３月期決算において売上計上の妥当性に懸念のあ

るものが存在する可能性を認識するに至りました。 

これを受けて同年12月４日に当社は、社外の弁護士及び公認会計士で構成される調査委員会を設置することを取

締役会において決議し、過年度の不適切な会計処理に関する事実関係等の調査を進め、不適切な会計処理が当社

業績に与える影響額を確定するための作業を進めるとともに、かかる不適切な会計処理が二度と行われないよ

う、効果的な再発防止策の策定を進めました。調査の結果は、平成21年２月17日に「不適切な会計処理に関する

調査委員会の 終報告について」にて報告されました。 

２． 再発防止策について 

 不適切な会計処理に関与した役員は退任し、外部から招聘する人材及び本件に関与しなかった現執行役員等を

中心としたコンプライアンス重視の新体制を確立するとともに、監査役による決算のチェックをより実効的なも

のとするため、公認会計士を社外監査役として迎えることを検討いたします。 

 コンプライアンス重視の体制を確立するために、部署間の牽制や厳格な与信審査、売上・債権管理が有効とな

るような組織構造の見直しを行い、個別の業務フローについても明確なルールに基づく運営を行います。また役

職員に対するコンプライアンス教育を徹底し、会社としてコンプライアンス重視の経営を行うことを従業員に対

し明言し、役職員がコンプライアンス違反をした場合には懲戒解雇処分を含む厳罰で臨む等、社内規程を充実さ

せる予定です 

 また監査室及び監査役による監査機能の実効化を図るとともに、内部通報制度、外部通報制度の創設などによ

りチェック機能を整備してまいります。 

３． 業績の改善について 

 当社グループは、当該状況を解消し、安定的な収益に基づく事業継続を達成するために、以下の基本方針のも

と業績の改善に努めてまいります。 

（１） 安定収益事業への集約と固定費削減 

 従来の売上高成長を志向する経営を改め、経験とノウハウの蓄積により安定収益を確保してきた検証や受託開

発の分野に集約するとともに、人件費などの固定費を大幅に削減し、安定的な事業継続を実現してまいります。

（２） 中核技術であるグローバルDTVミドルウェアのライセンス事業強化 

 当社グループの 大の強みは世界のデジタルTV規格に対応したソリューションを提供できるところにあります

が、その中核技術であるグローバルDTVミドルウェアのライセンス事業を強化し、収益率の改善を図ります。 

（３） 投資有価証券などの資産売却によるバランスシートの改善 

 投資有価証券などの資産売却によりバランスシートの改善を図り、事業継続に適したスリム化を実現してまい

ります。 



（４）取引金融機関との協議と資金繰り対応策 

取引金融機関からの借入金のうち、財務制限条項に抵触しているものについては、今後の返済計画を含めて取引

金融機関と協議を行っております。また現在存在する売掛金等債権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、加えて上述の固定費の大幅な削減により資金繰りの正常化を実現して

まいります。 

 上記施策を実現することにより、継続企業の前提に関する疑義は解消されるものと考えております。 

 従って当社グループは継続企業を前提として四半期連結財務諸表を作成しており、継続企業の前提に関する重

要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

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 

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289,553千円であり、その主なもの

は管理部門に係る費用であります。 

  
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 
△4,613 56,066 202,915 ― 254,367 ― 254,367 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

― ― 12,000 ― 12,000 △12,000 ― 

計 △4,613 56,066 214,915 ― 266,367 △12,000 254,367 

営業利益又は 

   営業損失（△） 
△438,539 △20,681 △94,948 △1,297 △555,466 △82,878 △638,345 

  
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 
805,479 325,051 443,526 ― 1,574,057 ― 1,574,057 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

45 ― 13,000 ― 13,045 △13,045 ― 

計 805,524 325,051 456,526 ― 1,587,102 △13,045 1,574,057 

営業利益又は 

   営業損失（△） 
△1,687,851 △32,275 △191,762 △1,644 △1,913,534 △289,553 △2,203,087 

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 



〔所在地別セグメント情報〕 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

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．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289,553千円であり、その主なも 

        のは管理部門に係る費用であります。     

  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 
253,482 543 341 254,367 ― 254,367 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
269 568 27,009 27,846 △27,846 ― 

計 253,751 1,111 27,350 282,214 △27,846 254,367 

営業利益又は営業損失（△） △503,864 △901 △50,700 △555,466 △82,878 △638,345 

  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 
1,541,547 5,067 27,442 1,574,057 ― 1,574,057 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
5,843 1,202 52,736 59,783 △59,783 ― 

計 1,547,390 6,270 80,179 1,633,840 △59,783 1,574,057 

営業利益又は営業損失（△） △1,526,548 △148,501 △238,484 △1,913,534 △289,553 △2,203,087 



〔海外売上高〕 

     当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日)  

  連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

     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)  

  連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（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。 



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 175,266 596,080

受取手形及び売掛金 1,814,160 4,991,741

商品 153,061 1,085,971

製品 249,447 172,708

半製品 － 288

原材料 2,087 1,746

仕掛品 373,144 404,639

短期貸付金 － 1,149,775

その他 630,130 1,171,107

貸倒引当金 △2,674 △612

流動資産合計 3,394,623 9,573,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,007 50,765

機械装置及び運搬具 40,784 62,791

その他 49,929 70,778

有形固定資産合計 124,722 184,334

無形固定資産   

のれん 102,413 163,861

ソフトウエア 1,997,402 2,778,844

ソフトウエア仮勘定 1,848,466 2,307,507

その他 23,932 67,660

無形固定資産合計 3,972,215 5,317,874

投資その他の資産   

投資有価証券 2,936,166 4,545,281

その他 390,487 1,019,761

貸倒引当金 △262,460 △604,479

投資その他の資産合計 3,064,193 4,960,563

固定資産合計 7,161,130 10,462,773

繰延資産   

繰延資産合計 11,179 9,388

資産合計 10,566,933 20,045,608



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 518,549 2,023,434

短期借入金 6,206,421 8,040,188

1年内返済予定の長期借入金 1,246,835 1,899,345

未払法人税等 － 46,067

その他 290,345 793,231

流動負債合計 8,262,152 12,802,268

固定負債   

長期借入金 898,341 884,122

負ののれん 2,246 3,272

退職給付引当金 － 5,682

その他 58 291

固定負債合計 900,645 893,369

負債合計 9,162,797 13,695,637

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 △8,862,346 △2,327,034

自己株式 △8,983 △9,316

株主資本合計 2,778,659 7,826,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △250,009 △1,519,565

繰延ヘッジ損益 － 364

為替換算調整勘定 △1,124,515 13,681

評価・換算差額等合計 △1,374,524 △1,505,519

新株予約権 － 21,650

少数株主持分 － 6,991

純資産合計 1,404,135 6,349,970

負債純資産合計 10,566,933 20,045,608



（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 1,574,057

売上原価 2,482,568

売上総利益 △908,510

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 1,294,576

営業利益 △2,203,087

営業外収益  

受取利息 3,894

受取配当金 4,947

有価証券売却益 109,134

負ののれん償却額 1,026

為替差益 41,366

その他 3,921

営業外収益合計 164,289

営業外費用  

支払利息 180,032

その他 129,849

営業外費用合計 309,881

経常利益 △2,348,680

特別利益  

投資有価証券売却益 5,866

子会社株式売却益 52,141

その他 12,791

特別利益合計 70,799

特別損失  

前期損益修正損 300,000

たな卸資産評価損 272,644

投資有価証券評価損 1,402,666

固定資産除却損 477,715

貸倒損失 1,417,622

その他 357,082

特別損失合計 4,227,731

税金等調整前四半期純利益 △6,505,612

法人税、住民税及び事業税 37,341

過年度法人税等戻入額 △55

少数株主利益 △6,991

四半期純利益 △6,535,906



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 254,367

売上原価 549,619

売上総利益 △295,251

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 343,093

営業利益 △638,345

営業外収益  

受取利息 302

受取配当金 △245

有価証券売却益 197,611

負ののれん償却額 342

為替差益 96,195

その他 △435

営業外収益合計 293,771

営業外費用  

支払利息 49,252

その他 5,174

営業外費用合計 54,427

経常利益 △399,001

特別損失  

前期損益修正損 300,000

投資有価証券評価損 △97,008

固定資産除却損 136,656

その他 56,672

特別損失合計 396,320

税金等調整前四半期純利益 △795,322

法人税、住民税及び事業税 15,793

法人税等調整額 2

法人税等合計 15,795

四半期純利益 △811,118



（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利益 △6,505,612

減価償却費 942,981

のれん償却額 61,448

負ののれん償却額 △1,026

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 △8,841

支払利息 180,032

支払手数料 113,349

株式交付費償却 3,408

貸倒損失 1,418,122

たな卸資産評価損 272,644

固定資産除却損 477,715

投資有価証券売却損益（△は益） △5,866

投資有価証券評価損益（△は益） 1,402,666

売上債権の増減額（△は増加） 2,460,006

仕入債務の増減額（△は減少） △1,416,441

たな卸資産の増減額（△は増加） 502,092

前期損益修正損益（△は益） 300,000

その他 △11,206

小計 176,278

利息及び配当金の受取額 6,750

利息の支払額 △50,019

法人税等の支払額 △59,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,648

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 △11,272

無形固定資産の取得による支出 △260,768

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 456,900

貸付けによる支出 △68,226

貸付金の回収による収入 40,000

その他 67,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 388,775



（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) 

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 △1,782,197

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 △638,314

株式の発行による収入 1,465,517

その他 △1,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △876,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △420,814

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 175,266



「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 

（千円未満切捨表示）

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
  第３四半期末） 

金額 

Ⅰ 売上高 8,997,680 

Ⅱ 売上原価 7,439,899 

売上総利益 1,557,780 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,321,961 

営業利益又は 
営業損失（△） 

235,819 

Ⅳ 営業外収益 166,683 

Ⅴ 営業外費用 278,664 

経常利益又は 
計上損失（△） 

123,838 

Ⅵ 特別利益 196,565 

投資有価証券売却益 196,425

その他 140

Ⅶ 特別損失 3,432 

税金等調整前四半期 
（当期）純利益又は 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失（△） 

316,970 

法人税、住民税及び事業税 193,478 

法人税等調整額  55,121

少数株主損失（△）  △6,238

四半期（当期）純利益 
又は四半期純損失（△） 
  

74,609 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
 第３四半期末） 

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  
 （当期）純利益 

315,970 

 減価償却費 763,750 

 のれん償却 65,114 

  負ののれん償却額 △1,111 

 販売権償却 37,503 

 製品保証引当金の増減 
 額（△減少額） 

285 

 退職給付引当金の増減 
 額（△減少額） 

856 

 受取利息及び受取配当 
 金 

△164,890 

 支払利息 109,728 

 株式交付費償却 1,820 

 投資有価証券売却益 △196,425 

 固定資産除却損 118 

 前渡金の増減額 
 （△増加額） 

△666,489 

 売上債権の増減額 
 （△増加額） 

△2,439,416 

 仕入債務の増減額 
 （△減少額） 

△135,354 

 たな卸資産の増減額 
 （△増加額） 

△434,128 

 その他 △150,805 

 小計 △2,892,472 

 利息及び配当金の受取 
 額 

△23,179 

 利息の支払額 △110,592 

 法人税等の支払額 △517,310 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△3,543,555 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
 第３四半期末） 

区分 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 

△56,919 

 有形固定資産の売却に 
 よる収入 

－ 

 無形固定資産の取得に 
 よる支出 

△1,057,759 

 無形固定資産の売却に 
 よる収入 

－ 

 営業の譲受による支出 － 

 投資有価証券の取得に 
 よる支出 

△1,176,681 

 投資有価証券の売却に 
 よる収入 

398,836 

 貸出金の貸付による支 
 出 

△830,720 

 貸付金の回収による収  
 入 

509,908 

 その他 195,565 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△2,017,770 

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 7,593,130 

 長期借入金の返済によ 
 る支出 

△665,065 

 社債の償還による支出 △5,000,000 

 株式の発行による収入 53,233 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

1,981,298 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

18,672 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（又は減少額） 

△3,561,355 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

4,805,599 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

1,244,244 



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 （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 

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。 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～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．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。 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～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。 

  
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 
6,358,553 774,608 1,864,517 ― 8,997,680 ― 8,997,680 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

― 440 ― － 440 △440 － 

計 6,358,553 775,048 1,864,517 － 8,998,120 ― 8,997,680 

営業費用 6,196,677 715,492 1,476,943 763 8,389,877 373,237 8,763,115 

営業利益又は 

   営業損失（△） 
161,876 59,555 387,574 △763 608,242 △373,677 234,565 

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 

  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 
6,748,573 24,665 2,224,441 8,997,680 ― 8,997,680 

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
599,850 96,652 1,028 697,531 △697,531 ― 

計 7,348,423 121,317 2,225,470 9,695,211 △697,531 8,997,680 

営業費用 6,741,217 375,017 1,970,734 9,086,968 △323,853 8,763,115 

営業利益又は営業損失（△） 607,205 △253,699 254,736 608,242 △373,677 234,565 

  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 

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 



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。 




