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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 213 1.1 △199 ― △192 ― △203 ―

21年3月期第1四半期 211 ― △147 ― △141 ― △142 ―

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

22年3月期第1四半期 △36.43 ―

21年3月期第1四半期 △27.18 ―

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

22年3月期第1四半期 1,850 1,603 86.7 255.19
21年3月期 1,933 1,643 85.0 313.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,603百万円 21年3月期  1,643百万円

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

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 7.50 7.50

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

870 10.1 △88 ― △77 ― △79 ― △13.31

通期 2,380 45.1 76 ― 98 ― 93 ― 15.22
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,284,944株 21年3月期  5,404,592株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  167,138株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,582,780株 21年3月期第1四半期 5,237,476株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲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条件等については、４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。 

- 2 -



 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

 経済不況の底入れ感は出てきているものの当社客先である電機メーカーは投資案件の再検討、開発の延期等厳し

い状況であることには変わりがありません。当社においては例年の通り第１四半期会計期間の業績は納入が少ない

ため、社内的な予算としては想定内となっています。 

  

 ハードウェア製品関連につきましては、客先は投資手控えの状態であり大口案件はありませんでしたが、小口案

件展開の件数が主となっています。なお、前事業年度まで通信としていましたが、当第１四半期会計期間よりハー

ドウェア製品としています。売上高は24百万円（前年同四半期比31.7％増加）となりました。 

 ソフトウェア製品関連では、この不況下の中でもまだ売上にはいたりませんが新規案件は徐々に増加しておりま

す。また、取り扱い製品を増やすことにより、当社にとっては新ジャンルの案件も出てきており将来的に期待が持

てます。旧エルミックのソフトウェア製品は前年同四半期と比べ横ばいでしたが、旧図研SoC事業のソフトウェア

製品が12百万円加わりました。売上高は37百万円（前年同四半期比39.1％増加）となりました。 

 一方、開発サービス関連につきましては、前事業年度末に事業縮小した結果、システムソリューション（受託）

の売上は前期同四半期に比べ84.4%の減少になりましたが、旧図研 SoC事業のＳＩ（ハード）が33百万円加わりまし

た。なお、システムソリューション（受託）は、前事業年度末に事業縮小をして重要性がなくなったため、ＳＩ

（カスタマイズ）と合計して開発サービスとしています。売上高は1億50百万円（前年同四半期比9.2％減少）とな

りました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は、2億13百万円（前年同四半期比1.1％増加）となり、営業損失

は 1億99百万円（前年同四半期比35.2％増加）、経常損失は1億92百万円（前年同四半期比36.1％増加）、四半期純

損失は2億3百万円（前年同四半期比42.9％増加）となりました。 

キャッシュ・フロー等の状況について 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少2億6百万

円、投資有価証券売却による収入2億98百万円があったものの、税引前四半期純損失2億1百万円、投資有価証券

取得による支出2億96百万円、仕入債務の減少55百万円、特別退職金の支払額46百万円、無形固定資産取得によ

る支出5百万円等により、前事業年度末と比較して84百万円減少し、当第１四半期会計期間末の資金は、6億33百

万円となりました。 

 また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は80百万円（前年同四半期比278.3％増加）と

なりました。 

 これは主に、売上債権の減少2億6百万円（前年同四半期比23.2％減少）があったものの、税引前四半期純損失

2億1百万円（前年同四半期比42.5％増加）、仕入債務の減少55百万円（前年同四半期比213.3％増加）、特別退

職金の支払額46百万円（前年同四半期はなし）等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は4百万円（前年同四半期比31.5％減少）とな

りました。 

 これは主に、投資有価証券売却による収入2億98百万円（前年同四半期はなし）があったものの、投資有価証

券取得による支出2億96百万円（前年同四半期はなし）、無形固定資産取得による支出5百万円（前年同四半期比

12.7倍増加）等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は0百万円（前年同四半期比99.7％減少）とな

りました。 

 これは主に、配当金の支払0百万円（前年同四半期比99.7％減少）によるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 ハードウェア製品については、製品そのもののライフサイクルはすでに終息状態に入っていて、大口案件はあり

ませんが、小口案件展開の件数が主になっており、波はあるものの底堅い需要はあります。 

 ソフトウェア製品では、次世代の携帯電話・カーナビ、家電製品の情報端末化が具体化し始めており、ソフト開

発を中心として引き合いも多くなってきております。また、昨年提携いたしました株式会社図研と協業関係を強め

てまいりました。本年６月に更にその関係を強化すべく、旧株式会社図研 SoC事業を承継し、連結子会社となりま

した。その事によりLSIデザインからミドルウェアの提供、上位アプリケーションの開発と従来に比べ間口が拡がり

一層の技術が提供できるようになりました。 

 本年度は株式会社図研から３名の役員を受け入れ、共同開発、技術協力、販売協力を進めてまいる所存です。 

 当第１四半期の業績は、ほぼ社内計画通りであり、当社の場合、季節的変動を考慮に入れ期末に向けて各案件が

納入されていくことから、今後の経営努力によりキャッチアップ可能と考えており、期初に掲げました業績予想

は、達成可能と考えております。  

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 286,997 372,093

受取手形及び売掛金 300,294 435,445

有価証券 346,834 346,671

製品 20,383 19,890

仕掛品 21,594 42,928

原材料 936 938

その他 128,676 21,289

貸倒引当金 △2,310 △3,000

流動資産合計 1,103,406 1,236,255

固定資産   

有形固定資産 ※  125,334 ※  99,918

無形固定資産 37,625 30,711

投資その他の資産   

投資有価証券 553,253 536,162

その他 48,122 47,713

貸倒引当金 △17,305 △17,305

投資その他の資産合計 584,070 566,570

固定資産合計 747,030 697,200

資産合計 1,850,437 1,933,456
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,007 85,437

未払法人税等 2,753 8,159

賞与引当金 44,832 23,049

製品保証引当金 16,550 15,690

受注損失引当金 － 4,232

その他 131,417 125,489

流動負債合計 227,561 262,059

固定負債   

退職給付引当金 3,770 3,770

役員退職慰労引当金 － 24,384

その他 15,264 190

固定負債合計 19,034 28,345

負債合計 246,596 290,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金 1,077,567 1,031,862

利益剰余金 △588,743 △385,358

自己株式 － △99,236

株主資本合計 1,690,860 1,749,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87,019 △106,251

評価・換算差額等合計 △87,019 △106,251

純資産合計 1,603,840 1,643,051

負債純資産合計 1,850,437 1,933,456
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 ※1  211,155 ※1  213,396

売上原価 181,536 162,184

売上総利益 29,619 51,212

販売費及び一般管理費 ※2  177,105 ※2  250,590

営業損失（△） △147,485 △199,378

営業外収益   

受取利息 4,437 5,086

受取配当金 90 110

為替差益 155 －

その他 1,243 1,575

営業外収益合計 5,927 6,772

営業外費用   

為替差損 － 73

営業外費用合計 － 73

経常損失（△） △141,558 △192,679

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 690

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,676

投資有価証券売却益 － 108

特別利益合計 － 3,474

特別損失   

固定資産除却損 10 42

会社分割関連費用 － 12,485

特別損失合計 10 12,527

税引前四半期純損失（△） △141,568 △201,732

法人税、住民税及び事業税 1,440 1,651

法人税等調整額 △657 －

法人税等合計 782 1,651

四半期純損失（△） △142,351 △203,384
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △141,568 △201,732

減価償却費 7,078 6,890

のれん償却額 4,181 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △690

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,902 10,439

製品保証引当金の増減額（△は減少） △779 860

受注損失引当金の増減額（△は減少） 16,400 △4,232

退職給付引当金の増減額（△は減少） △592 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,983 △9,310

受取利息及び受取配当金 △4,527 △5,196

為替差損益（△は益） △214 76

投資有価証券売却損益（△は益） － △108

固定資産除却損 10 42

売上債権の増減額（△は増加） 268,533 206,197

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,834 22,927

仕入債務の増減額（△は減少） △17,683 △55,406

その他 △7,227 △2,989

小計 △19,108 △32,231

利息及び配当金の受取額 4,495 5,188

特別退職金の支払額 － △46,862

法人税等の支払額 △6,601 △6,343

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,214 △80,249

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 △961 △1,364

無形固定資産の取得による支出 △393 △5,000

投資有価証券の取得による支出 － △296,550

投資有価証券の売却による収入 － 298,800

長期貸付金の回収による収入 229 85

敷金及び保証金の差入による支出 △5,482 △1,104

敷金及び保証金の回収による収入 － 610

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,607 △4,523

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △30 －

配当金の支払額 △32,513 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,544 △83

現金及び現金同等物に係る換算差額 214 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,152 △84,932

現金及び現金同等物の期首残高 1,158,947 718,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,098,795 ※  633,831
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継しました。SoC

事業部の対価として、株式会社図研に対して当社の普通株式 1,047,490株を割当て交付しました。株式会社図

研に交付する普通株式のうち 167,138株については、当社が保有する普通株式（自己株式）を充当しました。

この結果、当第１四半期会計期間において資本剰余金が 45,704千円増加、自己株式が 99,236千円減少し、当

第１四半期会計期間末において資本剰余金が 1,077,567千円、自己株式が－千円となっております。 

（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
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（１）追加情報  

（２）注記事項 

（四半期貸借対照表関係）  

（四半期損益計算書関係） 

６．その他の情報

 前第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

（受注損失引当金） 

 当第１四半期会計期間において、ソフトウェアの請負契

約に基づく開発中の案件に、第１四半期会計期間末以降に

損失の発生が確実に見込まれる開発案件が確認されたた

め、合理的に見積もることができる損失見込額を計上して

おります。 

この結果、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失

は、それぞれ16,400千円増加しております。 

―――――――――――― 

―――――――――――― （役員退職慰労引当金） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため役

員退職慰労金規定に基づく要支給額を計上しておりました

が、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成21年６

月24日開催の定時株主総会において当該定時株主総会の日

以前の在職期間分の役員退職慰労金について打切り支給案

が承認可決されました。 

これにより当第１四半期会計期間において、役員に対す

る役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う未

払額を固定負債の「その他」として計上しております。 

当第１四半期会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、170,557千円であ

ります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、105,254千円であ

ります。 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※１．        同左 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当  54,120千円 

賞与引当金繰入額  3,739  

役員退職慰労引当金繰入額  2,880  

研究開発費  13,694  

研修活動費  22,896  

減価償却費  5,189  

給与手当     66,953千円 

賞与引当金繰入額       12,126  

役員退職慰労引当金繰入額       866  

研究開発費        15,012  

研修活動費        59,683  

減価償却費       2,433  
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

  

  （千円）

現金及び預金勘定 290,935

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
807,860

現金及び現金同等物 1,098,795

  （千円）

現金及び預金勘定    286,997

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
    346,834

現金及び現金同等物  633,831
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