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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 741 △30.6 △270 ― △335 ― △336 ―
21年3月期第2四半期 1,068 ― △547 ― △585 ― △600 ―

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 △6,503.93 ―
21年3月期第2四半期 △11,607.87 ―

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 2,014 1,002 48.5 18,886.07
21年3月期 2,626 1,314 49.1 24,914.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  976百万円 21年3月期  1,288百万円

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 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月期の連結業績予想（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）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 2,674 △19.0 90 ― 70 ― 67 ― 1,295.84



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  無  

(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、４ページ 「定性的情報・財務諸表等 4. その他」をご覧ください。 

(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、その他特記事項 
業績予想に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後のさ
まざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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 51,710株 21年3月期  51,710株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 51,710株 21年3月期第2四半期 51,695株
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業領域である放送関連装置業界では、前年からの厳しい

状況が継続しております。国内においては、エンドユーザーである放送局の設備投資の抑制を受け、放送系機器の

国内売上高は前年同期実績を下回る結果となりました。通信系機器の国内売上高については、CATV関連の需要など

により持ち直しの兆しはありますが、先行きについては予断を許しません。一方、海外においては、前年第２四半

期連結累計期間には欧州向けのまとまった売上がありましたが、当第２四半期連結累計期間には大口の販売はな

く、前年同期を下回りました。その結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、741百万円（前

年同期比30.6%減）となりました。製品グループ別内訳では、放送系が262百万円（前年同期比38.6%減）、通信系

が449百万円（前年同期比23.3%減）、その他が29百万円（前年同期比45.7%減）となりました。 

利益面では、売上総利益率が前年同期比向上したこと、販売費及び一般管理費が研究開発費や人件費などの経費

抑制により前年同期比39.1%減少したことにより、営業損失は270百万円（前年同期は営業損失547百万円）となり

ました。営業外費用として為替差損など67百万円が発生し経常損失は335百万円（前年同期は経常損失585百万

円）、四半期純損失は336百万円（前年同期は四半期純損失600百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間

の営業損失、経常損失、四半期純損失は、いずれも前年同期より縮小する結果となりました。 

  

① 事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループは映像通信機器メーカーとして事業を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため開示を行っておりません。 

  

② 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本 

設備投資の抑制から、需要は低いレベルで推移し、売上高は542百万円となりました。 

北米 

世界的な景気後退の影響を受けており、売上高は199百万円となりました。 

  

  

（１）財政状態の分析 

  

  （総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ612百万円減少し、2,014百万円となりま

した。主な変動要因は、現金及び預金の減少616百万円、商品及び製品の増加61百万円等によるものであります。 

  

  （負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ300百万円減少し、1,011百万円となりまし

た。主な変動要因は、買掛金の減少96百万円等によるものであります。  

   

  （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ311百万円減少し、1,002百万円となりま

した。主な純資産の変動要因は四半期純損失336百万円により、利益剰余金が336百万円減少したことによるもので

あります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ539百万円減少し、859百

万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は494百万円（前年同期は1,100百万円の支

出）となりました。その主な要因としては、税金等調整前四半期純損失335百万円、仕入債務の減少96百万円等

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） 

当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は24百万円（前年同期は128百万円の支

出）となりました。その主な要因としては、定期預金の払戻による収入110百万円等によるものであります。 

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
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  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は66百万円（前年同期は167百万円の収

入）となりました。その主な要因としては、長期借入金の返済による支出40百万円によるものであります。 

  

  

 通期予想につきましては、放送関連装置産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が見込まれるものの、現時点

では平成21年５月15日に発表した予想を変更していません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

当社グループは３期連続の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも２期連続のマイナスとなっております。

また、当第２四半期連結累計期間においても270百万円の営業損失、営業キャッシュ・フローも494百万円のマイナス

となっております。その結果、経営に重要な影響を及ぼす事象（重要事象等）が存在しております。 

近の２連結会計年度にわたり、当社グループは「放送用ネットワークのIP化」を実現するためにエポックメイキ

ングとなる放送局内回線センターの大型案件販売の実現のための製品及び今後の当社グループの主力製品になると期

待する大型新製品の研究開発に注力してきました。この２つの案件は、当社グループの長期的な事業戦略上極めて重

要であると判断し、当社グループのあらゆるリソースを 優先でこれらの案件に投入してきました。その結果、放送

局内回線センターの大型案件は、前期に顧客サイトへの設置が無事完了しました。また、大型新製品もその初期バー

ジョンが完成し欧州や国内の顧客への販売も始まり、新たな受注を獲得しています。しかし、当第２四半期連結累計

期間においては、売上高も前年同期を下回っており、利益面でも厳しい状況が続いております。 

また、当社グループは平成17年４月に米国に連結子会社であるMEDIA LINKS, INC.を設立いたしました。MEDIA 

LINKS, INC.は、主に北米、欧州における当社グループ製品の販売促進及びマーケティングを目的としております。

しかしながら、MEDIA LINKS, INC.の北米、欧州での売上は、充分な成果をあげるまでには至っておらず、設立以来

赤字が継続しております。 

これらの要因が重なり営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナスとなっております。 

しかしながら、７月以降、海外での受注は回復傾向にあり、国内においても新製品の受注を獲得しております。さ

らに、研究開発費など販売費及び一般管理費の削減を進めており、当第２四半期連結累計期間においては、前年同期

よりも赤字額を縮小しています。 

当社グループは、平成20年10月27日の取締役会において、営業損益及びキャッシュ・フローを改善すべく研究開発

費及び経費を削減することを織り込んだ３ヶ年の「事業計画」の見直しを実施しております。 

事業計画における当面の損益及びキャッシュ・フロー改善の施策として、下記の項目を実施しております。なお、

当該事業計画を遂行するための資金は十分に確保できております。 

  

(a) 研究開発費の削減及び開発手法の変更 

社内リソースの活用による外注費の大幅削減、研究開発費の効率的な管理手法の採用 

(b) 経費の見直し 

役員報酬の減額、賃借料の削減、子会社の吸収合併による管理費用の削減、米国連結子会社の規模縮小による経

費の削減 

(c) 海外営業体制の強化 

海外市場の営業を強化するための海外営業部の新設 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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(d) 資金の安定化 

資金流失の抑制 

  

上記の施策により損益及びキャッシュ・フローの改善を行っていきますが、これらの事業計画が適切に遂行されな

い場合には、当期以降の財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（

ント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 967,613 1,584,028 

受取手形及び売掛金 431,125 476,065 

商品及び製品 229,590 168,097 

仕掛品 30,689 19,249 

原材料及び貯蔵品 49,179 37,996 

その他 45,808 33,878 

貸倒引当金 △2,850 △3,500 

流動資産合計 1,751,155 2,315,816 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,468 1,531 

機械装置及び運搬具（純額） 363 415 

工具、器具及び備品（純額） 106,207 120,332 

リース資産（純額） 28,879 32,214 

有形固定資産合計 138,919 154,493 

無形固定資産   

ソフトウエア 59,792 77,743 

その他 47 76 

無形固定資産合計 59,840 77,819 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,498 3,275 

その他 59,928 75,161 

投資その他の資産合計 64,426 78,436 

固定資産合計 263,186 310,749 

資産合計 2,014,341 2,626,566 

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,487 227,917 

短期借入金 325,300 346,000 

1年内返済予定の長期借入金 81,360 81,360 

未払法人税等 5,104 － 

その他 73,963 223,777 

流動負債合計 617,216 879,055 

固定負債   

長期借入金 155,920 196,600 

役員退職慰労引当金 195,090 187,340 

リース債務 42,243 47,864 

その他 1,300 1,402 

固定負債合計 394,554 433,206 

負債合計 1,011,770 1,312,262 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,579,583 1,579,583 

資本剰余金 2,062,899 2,062,899 

利益剰余金 △2,576,016 △2,239,698 

株主資本合計 1,066,466 1,402,784 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △89,867 △114,453 

評価・換算差額等合計 △89,867 △114,453 

新株予約権 25,972 25,972 

純資産合計 1,002,571 1,314,303 

負債純資産合計 2,014,341 2,626,566 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,068,600 741,797 

売上原価 556,080 366,675 

売上総利益 512,520 375,122 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 105,933 59,100 

給料及び手当 181,977 127,517 

退職給付費用 487 － 

研究開発費 446,966 254,972 

役員退職慰労引当金繰入額 15,579 7,750 

その他 309,254 196,577 

販売費及び一般管理費合計 1,060,198 645,917 

営業損失（△） △547,678 △270,794 

営業外収益   

受取利息 3,756 425 

受取配当金 226 283 

為替差益 1,865 － 

付加価値税還付金 － 1,459 

その他 368 178 

営業外収益合計 6,216 2,347 

営業外費用   

支払利息 11,961 6,506 

持分法による投資損失 31,541 － 

為替差損 － 60,828 

その他 478 － 

営業外費用合計 43,980 67,334 

経常損失（△） △585,442 △335,782 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,566 650 

役員退職慰労引当金戻入額 870 － 

その他 － 13 

特別利益合計 4,436 663 

特別損失   

原状回復費用引当金繰入額 8,900 － 

減損損失 8,141 － 

その他 187 － 

特別損失合計 17,228 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △598,234 △335,118 

法人税、住民税及び事業税 1,827 1,200 

法人税等調整額 8 － 

法人税等合計 1,836 1,200 

四半期純損失（△） △600,071 △336,318 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △598,234 △335,118 

減価償却費 93,010 48,385 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,566 △650 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 487 － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,709 7,750 

原状回復費用引当金の増減（△は減少） 8,900 － 

受取利息及び受取配当金 △3,982 △708 

支払利息 11,961 6,506 

為替差損益（△は益） △2,432 23,854 

持分法による投資損益（△は益） 31,541 － 

減損損失 8,141 － 

売上債権の増減額（△は増加） △26,595 46,549 

たな卸資産の増減額（△は増加） △398,936 △79,885 

仕入債務の増減額（△は減少） △179,910 △96,435 

その他 △45,431 △106,902 

小計 △1,090,338 △486,653 

利息及び配当金の受取額 4,182 708 

利息の支払額 △11,808 △7,061 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,293 △1,437 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,100,257 △494,444 

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 △25,519 △33,521 

定期預金の払戻による収入 6,000 110,175 

有形固定資産の売却による収入 67,480 96 

有形固定資産の取得による支出 △134,531 △16,169 

無形固定資産の取得による支出 △37,174 △50,000 

投資有価証券の取得による支出 － △1,223 

その他 △5,002 15,337 

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,749 24,695 

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（△は減少） 213,114 △20,700 

長期借入金の返済による支出 △42,080 △40,680 

株式の発行による収入 1,300 － 

リース債務の返済による支出 △4,845 △5,318 

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,489 △66,698 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,380 △3,313 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,076,898 △539,761 

現金及び現金同等物の期首残高 2,222,130 1,398,995 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,145,232 859,234 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 当社グループは映像通信機器メーカーとして事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該

当事項はありません。 

  

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

 当社グループは映像通信機器メーカーとして事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該

当事項はありません。 

  

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

 当社グループは映像通信機器メーカーとして事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該

当事項はありません。 

  

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

 当社グループは映像通信機器メーカーとして事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該

当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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 本国以外の区分に属する主な国又は地域・・・北米 

  

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 本国以外の区分に属する主な国又は地域・・・北米 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
その他の地域
（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  327,636  425,777  753,413  ―  753,413

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 △868  655  △212  212  ―

計  326,767  426,433  753,201  212  753,413

営業利益（又は営業損失）  △97,815  △53,605  △151,421  30,611  △120,809

  
日本 

（千円） 
その他の地域
（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  408,851  144,049  552,901  ―  552,901

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 57,728  45,014 102,742  (102,742)  ─

計  466,579  189,064  655,644  (102,742)  552,901

営業利益（又は営業損失）  20,393  26,650  47,044  (70,267)  △23,222

  
日本 

（千円） 
その他の地域
（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  552,377  516,223  1,068,600  ―  1,068,600

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 311,085  1,047  312,132  (312,132)  ―

計  863,462  517,270  1,380,732  (312,132)  1,068,600

営業利益（又は営業損失）  △200,671  △143,691  △344,363  (203,314)  △547,678

  
日本 

（千円） 
その他の地域
（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  542,700  199,097  741,797  ―  741,797

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 161,328  47,485  208,814  (208,814)  ─

計  704,029  246,582  950,612     (208,814)  741,797

営業利益（又は営業損失）  △69,148  △9,137  △78,286  (192,508)  △270,794
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〔海外売上高〕

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

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州・・・ドイツ、スイス 

(2) その他の地域・・・北米、中米、アジア 

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。 

  

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州・・・ドイツ、スイス 

(2) その他の地域・・・北米、中米、アジア 

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。 

  

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  410,816  24,566  435,383

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  753,413

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 54.5  3.3  57.8

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  159,679  4,696  164,376

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  ―  552,901

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 28.9 0.8  29.7

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  480,516  72,376  552,892

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  1,068,600

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 45.0  6.7  51.7

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  209,168  13,408  222,576

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  741,797

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 28.2  1.8  30.0

６．その他の情報

  該当事項はありません。 
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