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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 573 △27.4 △339 ― △328 ― △348 ―

21年3月期第2四半期 790 ― △110 ― △100 ― △96 ―

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2四半期 △58.68 ―

21年3月期第2四半期 △18.33 ―

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2四半期 1,762 1,462 83.0 232.62
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2四半期  1,462百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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 1,500 △8.5 △310 ― △290 ― △300 ― △49.10
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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2四半期 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2四半期  0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2四半期 5,935,781株 21年3月期第2四半期 5,237,454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。 
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当第２四半期会計期間の日本経済は、各経済指標が景気回復のきざしを示し、最悪期は脱しつつあるものとされ

ております。しかしながら未だ設備投資、開発投資の大幅な改善は見られず、経営環境は依然として厳しい状況が

続いております。当社におきましては平成２１年６月１日に行った株式会社図研 SoC事業部の吸収分割によるシナ

ジー効果が十分とはいえず、今後もより一層の努力が必要と認識しております。 

 ハードウェア製品関連につきましては、第１四半期会計期間に続き既存顧客を中心とした小口のリピート売上が

主となっておりますが、旧図研 SoC事業部ハードウェア製品が3百万円加わりました。なお、前事業年度まで「通

信」と表示しておりましたが、第１四半期会計期間より「ハードウェア製品」として表示することにしました。 

売上高は24百万円（前年同四半期比25.3％減少）となりました。 

 ソフトウェア製品関連につきましては、旧エルミック・ウェスコムのソフトウェア製品が大きく売上を落としま

したが、旧図研 SoC事業部のソフトウェア製品が45百万円加わりました。売上高は93百万円（前年同四半期比

2.2％増加）となりました。 

 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ておりますが、開発案件の再検討や延期もあり、

システムソリューション（受託）の売上は前年同四半期に比べ90.5%の減少になりましたが、旧図研 SoC事業部の

ＳＩ（ハード）が1億58百万円加わりました。なお、前事業年度まで区分掲記しておりました「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」として表示することにしました。売上高は2億33百万円（前年同四半期比47.6％減少）と

なりました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は、3億59百万円（前年同四半期比37.8％減少）となり、営業損失

は 1億39百万円（前年同四半期は営業利益37百万円）、経常損失は 1億35百万円（前年同四半期は経常利益41百万

円）、四半期純損失は1億44百万円（前年同四半期は四半期純利益46百万円）となりました。 

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決

算短信（平成21年８月４日開示）をご参照ください。 

当第２四半期会計期間末における総資産は、17億62百万円となり、第１四半期会計期間末に比べ88百万円減少

いたしました。これは主に、投資有価証券の増加53百万円があったものの、有価証券の減少49百万円、現金及び

預金の減少36百万円、受取手形及び売掛金の減少28百万円等によるものであります。 

 負債の部は、3億円となり、第１四半期会計期間末に比べ53百万円増加いたしました。これは主に、賞与引当金

の増加43百万円、買掛金の増加26百万円等によるものであります。 

 純資産の部は、14億62百万円となり、第１四半期会計期間末に比べ1億41百万円減少いたしました。これは主

に、利益剰余金の減少1億44百万円等によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券売却による収

入2億98百万円、売上債権の減少2億34百万円、賞与引当金の増加54百万円があったものの、税引前四半期純損失

3億45百万円、投資有価証券取得による支出3億46百万円、特別退職金の支払額46百万円、仕入債務の減少28百万

円等により、第１四半期会計期間末と比較して86百万円減少し、当第２四半期会計期間末の資金は、5億47百万

円となりました。 

 また、当第２四半期累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２四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は1億10百万円（前年同四半期比12.2％減少）

となりました。 

 これは主に、売上債権の減少額2億34百万円（前年同四半期比384.7％増加）、賞与引当金の増加額54百万円

（前年同四半期比17.9倍増加）があったものの、税引前四半期純損失3億45百万円（前年同四半期比246.1％増

加）、特別退職金の支払額46百万円（前年同四半期はなし）、仕入債務の減少額28百万円（前年同四半期は仕入

債務の増加額11百万円）等によるものです。 

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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「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は59百万円（前年同四半期は、投資活動の結果

得られた資金23百万円）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（前年同四半期比881.2％増加）があったものの、投資

有価証券取得による支出3億46百万円（前年同四半期はなし）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２四半期累計期間において、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99.8％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99.8％減少）によるものです。 

 ハードウェア製品については、新製品の開発に着手しており下半期での売上増が期待できます。 

 ソフトウェア製品は新規案件が増加傾向にあり、特にネットワークカメラやセキュリティ関連の製品開発への当社

ソフトウェア製品の採用が増えてきております。また積極的に進めてきましたＬＳＩベンダーとの協調ビジネスも具

体的な案件が出てきており今後の展開に期待がもてます。 

 開発サービス関連については車載関連、交通関連などの実績豊富な分野およびネットワークカメラ関連の新規開発

案件が徐々に増加しております。また旧図研 SoC事業部のハードウェア開発受託サービスも既存顧客を中心に堅実な

受注を得ております。 

 当第２四半期は社内計画を大きく下回る結果となりましたが、早急に収益改善を図るべく、徹底的な固定費圧縮、

開発・販売政策の見直し、組織改編等を進めてまいる所存です。 

 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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 250,869 372,093

受取手形及び売掛金 272,136 435,445

有価証券 296,948 346,671

製品 15,931 19,890

仕掛品 32,675 42,928

原材料 751 938

その他 87,474 21,289

貸倒引当金 △2,040 △3,000

流動資産合計 954,747 1,236,255

固定資産   

有形固定資産 ※  122,799 ※  99,918

無形固定資産 56,361 30,711

投資その他の資産   

投資有価証券 606,354 536,162

その他 39,153 47,713

貸倒引当金 △17,305 △17,305

投資その他の資産合計 628,202 566,570

固定資産合計 807,364 697,200

資産合計 1,762,112 1,933,456
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 58,896 85,437

未払法人税等 5,548 8,159

賞与引当金 88,762 23,049

製品保証引当金 18,709 15,690

受注損失引当金 － 4,232

その他 109,130 125,489

流動負債合計 281,046 262,059

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 300,081 290,405

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 △733,654 △385,358

自己株式 － △99,236

株主資本合計 1,545,948 1,749,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △83,917 △106,251

評価・換算差額等合計 △83,917 △106,251

純資産合計 1,462,030 1,643,051

負債純資産合計 1,762,112 1,933,456
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 ※1  790,098 ※1  573,238

売上原価 542,492 459,985

売上総利益 247,606 113,253

販売費及び一般管理費 ※2  357,617 ※2  452,322

営業損失（△） △110,011 △339,069

営業外収益   

受取利息 8,999 8,307

受取配当金 90 110

為替差益 57 －

その他 1,916 2,329

営業外収益合計 11,063 10,746

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,349 －

為替差損 － 273

営業外費用合計 1,349 273

経常損失（△） △100,297 △328,596

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 960

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,676

投資有価証券売却益 359 108

固定資産売却益 246 －

特別利益合計 605 3,744

特別損失   

固定資産除却損 27 310

会社分割関連費用 － 19,988

特別損失合計 27 20,299

税引前四半期純損失（△） △99,719 △345,150

法人税、住民税及び事業税 2,881 3,145

法人税等調整額 △6,598 －

法人税等合計 △3,717 3,145

四半期純損失（△） △96,001 △348,295
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 ※1  578,942 ※1  359,841

売上原価 360,955 297,801

売上総利益 217,987 62,040

販売費及び一般管理費 ※2  180,512 ※2  201,731

営業利益又は営業損失（△） 37,474 △139,691

営業外収益   

受取利息 4,561 3,220

その他 672 753

営業外収益合計 5,233 3,974

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,349 －

為替差損 98 199

営業外費用合計 1,447 199

経常利益又は経常損失（△） 41,260 △135,916

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 270

投資有価証券売却益 359 －

固定資産売却益 246 －

特別利益合計 605 270

特別損失   

固定資産除却損 16 267

会社分割関連費用 － 7,503

特別損失合計 16 7,771

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 41,849 △143,418

法人税、住民税及び事業税 1,440 1,493

法人税等調整額 △5,940 －

法人税等合計 △4,500 1,493

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,349 △144,911
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △99,719 △345,150

減価償却費 14,561 17,470

のれん償却額 8,363 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △960

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,044 54,369

製品保証引当金の増減額（△は減少） 673 3,018

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,540 △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） △30,662 △9,310

受取利息及び受取配当金 △9,089 △8,417

為替差損益（△は益） △115 275

投資事業組合運用損益（△は益） 1,349 －

固定資産売却損益（△は益） △246 －

固定資産除却損 27 310

投資有価証券売却損益（△は益） △359 △108

売上債権の増減額（△は増加） 48,349 234,355

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,404 16,483

仕入債務の増減額（△は減少） 11,399 △28,516

その他 △15,927 1,918

小計 △131,808 △68,494

利息及び配当金の受取額 9,211 8,375

特別退職金の支払額 － △46,862

法人税等の支払額 △3,570 △3,750

営業活動によるキャッシュ・フロー △126,166 △110,731

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 △1,218 △4,963

有形固定資産の売却による収入 929 －

無形固定資産の取得による支出 △1,129 △15,295

投資有価証券の取得による支出 － △346,550

投資有価証券の売却による収入 30,453 298,800

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 393 352

敷金及び保証金の差入による支出 △5,532 △1,154

敷金及び保証金の回収による収入 － 9,761

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,896 △59,849

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 △39,070 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,101 △89

現金及び現金同等物に係る換算差額 115 △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141,255 △170,946

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 ※  1,017,691 ※  547,817
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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２四半期累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２四

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 

６．その他の情報

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

（受注損失引当金） 

 当第２四半期累計期間において、ソフトウェアの請負

契約に基づく開発中の案件に、第２四半期会計期間末以

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、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損

失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 7,540千円増加

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。 
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（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）  

（四半期キャッシュフロー関係） 

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９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、168,015千円であ

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２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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．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。 

※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  109,466千円 

賞与引当金繰入額  7,478  

役員退職慰労引当金繰入額  4,201  

研究開発費  34,535  

研修活動費  42,484  

減価償却費  10,385  

※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  135,052千円 

賞与引当金繰入額  26,173  

役員退職慰労引当金繰入額  866  

研究開発費  34,846  

研修活動費  70,290  

減価償却費  5,672  

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９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．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。 

※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  55,346千円 

賞与引当金繰入額  3,739  

役員退職慰労引当金繰入額  1,320  

研究開発費  20,841  

研修活動費  19,588  

減価償却費  5,195  

※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  68,098千円 

賞与引当金繰入額  14,046  

研究開発費 19,834  

研修活動費 10,606  

減価償却費 3,239  

    

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９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９月30日現在）

  

  （千円）

現金及び預金勘定 208,996

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） 
808,695

現金及び現金同等物 1,017,691

※ 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９月30日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 250,869

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） 
296,948

現金及び現金同等物 547,817
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