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

22年3月期第3四半期 1,303 △53.9 △306 ― △355 ― △358 ―
21年3月期第3四半期 2,826 ― △782 ― △862 ― △907 ―

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3四半期 △6,924.23 ―
21年3月期第3四半期 △17,562.50 ―

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3四半期 2,349 967 40.1 18,201.85
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3四半期  941百万円 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  有  
通期の連結業績予想の詳細については、本日平成22年２月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 2,860 △13.4 115 ― 110 ― 105 ― 2,030.55



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  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） 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 51,710株 21年3月期第3四半期 51,695株
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    当第３四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は、前年からの厳しい

状況が継続しております。前年第３四半期においては放送局内回線基幹システムの大型案件の売上があったた

め、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期実績を大きく下回る1,303百万円（前年同期比53.9%減）とな

りました。しかし、大型案件を除いた通常製品売上を比較すると、前年実績を上回っています。特に、マルチメ

ディアIP伝送装置MD8000の販売が主に海外で拡大しました。 

    製品グループ別内訳では、放送系が485百万円（前年同期比76.5%減）、通信系が772百万円（前年同期比14.9%

増）、その他が46百万円（前年同期比48.3%減）となりました。 

    利益面では、売上総利益率が前年同期に比べて大きく向上したこと、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37.9%減少したことにより、営業損失は306百万円（前年同期は営業損失

782百万円）となりました。営業外損益として為替差損など40百万円が発生し経常損失は355百万円（前年同期は

経常損失862百万円）、四半期純損失は358百万円（前年同期は四半期純損失907百万円）となりました。当第３

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。 

    なお、当第３四半期連結累計期間末の受注残高は1,304百万円となりました。 

  

  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 

    売上高は1,238百万円となりました。 

    北米 

    売上高は342百万円となりました。 

      なお、欧州向けの販売は、従来は主に米国子会社が行っていたため、欧州顧客への売上は所在地別セグメン

トでは北米に含めていました。しかし、当期後半以降は大部分を当社から直接行うようにしたため、所在地別

セグメントでは日本に含めています。 

   

（１）財政状態の分析  

  

（総資産） 

当第３四半期連結累計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ276百万円減少し、2,349百万円となりま

した。主な変動要因は、現金及び預金の減少594百万円、商品及び製品の増加212百万円等によるものであります。

  

（負債） 

当第３四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70百万円増加し、1,382百万円となりまし

た。主な変動要因は、短期借入金の増加248百万円等によるものであります。  

   

（純資産） 

当第３四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347百万円減少し、967百万円となりまし

た。主な純資産の変動要因は四半期純損失358百万円により、利益剰余金が358百万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３四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671百万円減少し、727百

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３四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678百万円（前年同期は602百万円の支出）

となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純損失356百万円、棚卸資産の増加239百万円等によるもの

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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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は167百万円（前年同期は182百万円の支出）

となりました。その主な要因としては、定期預金の預入による支出187百万円、投資有価証券の取得による支出30

百万円等によるものであります。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は179百万円（前年同期は241百万円の収入）

となりました。その主な要因としては、短期借入金の純増額248百万円によるものであります。 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想を修正いたしまし 

た。具体的内容につきましては、本日平成22年２月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ 

さい。 

  

 該当事項はありません。 

  

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

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
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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います。

また、当第３四半期連結累計期間においても306百万円の営業損失、営業キャッシュ・フローも678百万円のマイナ

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

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。 

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います。

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

来赤字が継続しています。 

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います。 

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完了し、現在は正常稼動しています。本件

は、当社が始めて手掛けた大型システム案件であり、業界内における当社の地位向上につながっています。また、

大型新製品も継続的な改良を加えることにより、搭載される機能が充実し、欧州や国内の顧客からの新たな受注が

増えています。また、現在遂行中の事業計画の進展にともなって、大型案件を除く売上高は前年同期を上回って推

移し、利益面でも赤字額は前年同期比縮小しています。しかしながら、営業損益およびキャッシュ・フローの水準

は依然として厳しい状況が続いています。 

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います。 

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います。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います。 

  

(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 

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 

(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に影響を及ぼす可能性があります。  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

株式会社メディアグローバルリンクス（6659）　平成22年3月期第3四半期決算短信

- 5 -



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 989,192 1,584,028

受取手形及び売掛金 545,911 476,065

商品及び製品 381,074 168,097

仕掛品 39,599 19,249

原材料及び貯蔵品 45,172 37,996

その他 80,112 33,878

貸倒引当金 △4,100 △3,500

流動資産合計 2,076,962 2,315,816

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,369 1,531

機械装置及び運搬具（純額） 337 415

工具、器具及び備品（純額） 96,459 120,332

リース資産（純額） 27,211 32,214

有形固定資産合計 127,378 154,493

無形固定資産   

ソフトウエア 51,984 77,743

その他 33 76

無形固定資産合計 52,018 77,819

投資その他の資産   

投資有価証券 31,566 3,275

その他 61,692 75,161

投資その他の資産合計 93,258 78,436

固定資産合計 272,656 310,749

資産合計 2,349,619 2,626,566

負債の部   

流動負債   

買掛金 195,165 227,917

短期借入金 594,900 346,000

1年内返済予定の長期借入金 81,360 81,360

未払法人税等 5,443 5,448

その他 130,480 218,329

流動負債合計 1,007,349 879,055

固定負債   

長期借入金 135,580 196,600

役員退職慰労引当金 198,940 187,340

リース債務 39,374 47,864

その他 1,184 1,402

固定負債合計 375,078 433,206

負債合計 1,382,428 1,312,262
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 △2,597,750 △2,239,698

株主資本合計 1,044,732 1,402,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,338 －

為替換算調整勘定 △102,175 △114,453

評価・換算差額等合計 △103,513 △114,453

新株予約権 25,972 25,972

純資産合計 967,190 1,314,303

負債純資産合計 2,349,619 2,626,566
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,826,679 1,303,152

売上原価 2,070,238 653,391

売上総利益 756,441 649,760

販売費及び一般管理費   

役員報酬 135,483 88,650

給料及び手当 271,112 187,808

退職給付費用 801 －

研究開発費 658,370 382,354

貸倒引当金繰入額 1,876 600

役員退職慰労引当金繰入額 19,802 11,600

その他 451,667 284,797

販売費及び一般管理費合計 1,539,115 955,811

営業損失（△） △782,674 △306,050

営業外収益   

受取利息 3,990 439

受取配当金 226 283

付加価値税還付金 － 1,459

保険解約返戻金 8,425 －

その他 537 184

営業外収益合計 13,179 2,367

営業外費用   

支払利息 17,524 10,934

持分法による投資損失 31,541 －

為替差損 43,573 40,460

その他 478 －

営業外費用合計 93,117 51,395

経常損失（△） △862,612 △355,078

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 870 －

固定資産売却益 － 13

特別利益合計 870 13

特別損失   

投資有価証券評価損 14,737 1,237

減損損失 11,782 －

原状回復費用引当金繰入額 9,975 －

原状回復費用 6,982 －

その他 422 －

特別損失合計 43,900 1,237

税金等調整前四半期純損失（△） △905,642 △356,302

法人税、住民税及び事業税 2,329 1,750

法人税等調整額 12 －

法人税等合計 2,342 1,750

四半期純損失（△） △907,984 △358,052
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △905,642 △356,302

減価償却費 148,767 74,037

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,876 600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,517 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,932 11,600

原状回復費用引当金の増減（△は減少） 9,975 －

受取利息及び受取配当金 △4,216 △723

支払利息 17,524 10,934

為替差損益（△は益） 29,568 18,523

持分法による投資損益（△は益） 31,541 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14,737 1,237

固定資産除却損 235 －

減損損失 11,782 －

保険解約返戻金 △8,425 －

売上債権の増減額（△は増加） △179,660 △70,103

たな卸資産の増減額（△は増加） 804,867 △239,558

仕入債務の増減額（△は減少） △209,427 △32,751

前受金の増減額（△は減少） △437,623 46,795

その他 46,151 △129,668

小計 △611,551 △665,378

利息及び配当金の受取額 4,393 723

利息の支払額 △17,070 △11,176

保険金の受取額 24,294 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,790 △2,935

営業活動によるキャッシュ・フロー △602,724 △678,767

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 △32,483 △187,037

定期預金の払戻による収入 6,000 110,175

有形固定資産の取得による支出 △134,852 △22,295

有形固定資産の売却による収入 67,480 94

無形固定資産の取得による支出 △81,870 △50,700

投資有価証券の取得による支出 － △30,867

その他 △6,982 13,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,709 △167,176

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） 310,089 248,900

長期借入金の返済による支出 △62,420 △61,020

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 △7,414 △8,033

財務活動によるキャッシュ・フロー 241,555 179,846

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,667 △5,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △582,547 △671,698

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 1,639,582 727,297
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 該当事項はありません。 

  

前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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） 

 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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

（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） 

          本邦売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21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 本国以外の区分に属する主な国又は地域・・・米国 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 本国以外の区分に属する主な国又は地域・・・米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米 

（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  533,202  28,152  561,354  ―  561,354

(2）セグメント間の内部売上高又 

は振替高 
 1,279  68,100      69,379  (69,379)  ─

計  534,481  96,253  630,734  (69,379)  561,354

営業利益（又は営業損失）  2,427  48,572  51,000  (86,905)  △35,905

  
日本 

（千円） 
北米 

（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  2,319,212  507,467  2,826,679  ―  2,826,679

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 340,843  3,726  344,569 ( )344,569  ―

計  2,660,055  511,193  3,171,248 (344,569)  2,826,679

営業利益（又は営業損失）  △245,158  △237,316  △482,474 (300,199)  △782,674

  
日本 

（千円） 
北米 

（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  1,075,902  227,249  1,303,152  ―  1,303,152

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 162,608  115,586  278,194 ( )278,194  ―

計  1,238,511  342,836  1,581,347 ( )278,194  1,303,152

営業利益（又は営業損失）  △66,721  39,435  △27,286 (278,764)  △306,050
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前第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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21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、デンマーク  

(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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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、デンマーク 

(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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  273,927  12,252  286,179

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  ―  561,354

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 48.8  2.2  51.0

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  467,918  84,653  552,572

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  2,826,679

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 16.6  3.0  19.6

  欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  483,095  25,660  508,756

Ⅱ 連結売上高（千円）  ―  ―  1,303,152

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 37.1  2.0  39.0

（６）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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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