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１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  456  4.6  △135 ―  △167 ―  △107 ― 

22年３月期第１四半期  436  △18.4  △112 ―  △61 ―  △68 ― 

  
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 

23年３月期第１四半期  △2,617  65 ― 

22年３月期第１四半期  △1,660  90 ― 

  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 

23年３月期第１四半期  1,966  1,650  68.4  32,640  41

22年３月期  1,988  1,746  72.1  34,796  08

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,344百万円 22年３月期 1,433百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ―        0 00 ―     0 00  0  00

23年３月期 ―      

23年３月期（予想）  0 00 ―     0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  1,200  35.2  △80 ―  △85 ―  △140 ―  △3,399  21

通期  2,700  27.8  35 ―  25 ―  △100 ―  △2,428  01



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規  ―社 （社名   ―   ） 、除外  ―社  （社名   ―   ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ

き作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予

想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ペー

ジ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 41,187株 22年３月期 41,187株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1株 22年３月期 1株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 41,186株 22年３月期１Ｑ 41,186株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）のおかれました経営環境につき、世界経済は、アジア

では中国を中心に景気回復の動きが見られたものの、欧州の財政危機による信用不安が懸念される等、依然として先

行き不透明感が残っております。一方、国内経済は、経済対策の効果等により、個人消費に持ち直しが見られるなど

景気は緩やかな回復傾向にあるものの、デフレ状況の継続、円高・株安の進行など厳しい状況で推移しました。 

 エレクトロニクス業界につきましては、エコポイント制度や地上デジタル放送移行による効果等により、薄型テレ

ビを中心に省エネ家電製品の需要の回復が見られました。 

 このような状況下、当第１四半期の業績は、売上高は456,742千円（前年同期比4.6％増）となりましたが、販売費

及び一般管理費が増加したことにより、営業損失135,724千円（前年同期は営業損失112,484千円）となりました。さ

らに、ウォン高等により為替差損が32,279千円発生したこと等により、経常損失167,086千円（前年同期は経常損失

61,330千円）を計上いたしました。 

 なお、韓国の子会社WIDE Corp.(以下、WIDE社）における特別利益（貸倒引当金戻入額等）28,860千円(前年同期比

77.4％増）の計上及び少数株主損失31,694千円（前年同期は少数株主利益22,239千円）の計上等により、四半期純損

失107,810千円（前年同期は四半期純損失68,405千円）を計上いたしました。 

   

セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 

1）グラフィックス関連事業 

 産業用グラフィックス事業につき、WIDE社の産業用液晶モニターの販売は北米では順調に推移したものの、欧州

では減収となりました。アミューズメント事業は、新型グラフィックスLSI「JIGENシリーズ」のための遊技機器向

けコンテンツの制作環境「Racroix」の機能拡張を行い、また、顧客の評価及び開発のサポートを引き続き推進いた

しました。 

 この結果、売上高353,354千円（前年同期比5.9％減）、セグメント損失94,682千円となりました。  

2）部材関連事業 

 売上高103,387千円（前年同期比69.2％増）、セグメント利益1,755千円となりました。  

  

（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  

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度期末と比較し22,549千円減少し、1,966,418千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が1,595,712千円（前連結会計年度末比37,577千円減）、固定資産が370,705千

円（同15,028千円増）であります。流動資産の主な減少要因は、前渡金等のその他流動資産が74,721千円増加する一

方、受取手形及び売掛金が95,232千円減少したこと並びに現金及び預金が63,743千円減少したこと等であります。ま

た、固定資産の主な増加要因は、工具器具及び備品の新規取得等により、有形固定資産が19,370千円増加したこと等

によるものであります。 

 負債の部は、WIDE社の短期借入金が45,269千円増加したこと並びに支払手形及び買掛金が18,237千円増加したこと

等により、前連結会計年度末と比較し73,213千円増加し、315,995千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失107,810千円等により、前連結会計年度末と比較し95,763千円減少し、1,650,423千

円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して

63,734千円減少し、当第１四半期末で570,763千円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は89,701千円の支出となりました。これは主に売上債権の減少111,030千

円等の増加要因がありましたが、税金等調整前四半期純損失139,150千円及びその他の流動資産の増加70,578千円等

の減少要因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」は17,245千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出21,814千円等の減少要因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」は40,843千円の収入となりました。これは主にWIDE社の短期借入金の増加

による収入104,569千円及び短期借入金の返済による支出63,520千円であります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 前述のように、主力のグラフィックス関連事業につき、産業用グラフィックス事業は、WIDE社の産業用液晶モニ

ターの販売は、欧州が低調でしたが、北米は回復傾向にあり、また、医用画像向けグラフィックスボード等の販売

も堅調に推移していることから、本日同時開示の「営業外費用及び特別利益の計上に関するお知らせ」に記載のと

おり、営業外損益及び特別損益に関する変動事項があるものの、平成23年３月期連結業績予想につきましては、平

成22年５月14日公表時より変更しておりません。今後、販売及び受注等の状況に応じ、開示ルールに従い、適時、

公表してまいります。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、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する方法によっております。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、

簿価切下げを行う方法によっております。    

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 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する方法によ

っております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ116千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、1,040千円増加し

ております。 

  

②表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,723 584,467

受取手形及び売掛金 625,363 720,596

有価証券 50,039 50,031

商品及び製品 145,974 143,722

仕掛品 1,198 5,403

原材料及び貯蔵品 202,657 180,125

その他 102,246 27,524

貸倒引当金 △52,490 △78,578

流動資産合計 1,595,712 1,633,290

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 103,514 88,031

その他（純額） 18,126 14,239

有形固定資産合計 121,640 102,270

無形固定資産   

のれん 116,172 120,311

その他 7,226 6,421

無形固定資産合計 123,399 126,733

投資その他の資産   

投資有価証券 65,192 66,245

その他 60,472 60,427

投資その他の資産合計 125,665 126,673

固定資産合計 370,705 355,677

資産合計 1,966,418 1,988,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,957 67,720

短期借入金 108,389 63,120

未払法人税等 3,772 8,224

引当金 13,159 21,802

その他 75,223 64,203

流動負債合計 286,502 225,071

固定負債   

退職給付引当金 21,342 15,070

資産除去債務 5,643 －

その他 2,506 2,640

固定負債合計 29,492 17,710

負債合計 315,995 242,781



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,022,725 3,022,725

資本剰余金 3,489,224 3,489,224

利益剰余金 △4,981,091 △4,873,281

自己株式 △185 △185

株主資本合計 1,530,671 1,638,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 △3,556

為替換算調整勘定 △186,458 △201,814

評価・換算差額等合計 △186,343 △205,370

少数株主持分 306,095 313,074

純資産合計 1,650,423 1,746,186

負債純資産合計 1,966,418 1,988,968



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 436,766 456,742

売上原価 321,642 343,532

売上総利益 115,124 113,210

販売費及び一般管理費 227,608 248,934

営業損失（△） △112,484 △135,724

営業外収益   

受取利息 1,596 983

為替差益 51,051 －

その他 1,172 1,123

営業外収益合計 53,819 2,107

営業外費用   

支払利息 2,477 1,108

為替差損 － 32,279

その他 189 80

営業外費用合計 2,666 33,468

経常損失（△） △61,330 △167,086

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,272 28,484

その他 － 375

特別利益合計 16,272 28,860

特別損失   

関係会社整理損失引当金繰入額 753 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 924

特別損失合計 753 924

税金等調整前四半期純損失（△） △45,811 △139,150

法人税、住民税及び事業税 354 354

法人税等合計 354 354

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △139,505

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22,239 △31,694

四半期純損失（△） △68,405 △107,810



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△） △45,811 △139,150

減価償却費 9,577 10,821

無形固定資産償却費 688 850

のれん償却額 4,139 4,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,113 △28,435

引当金の増減額（△は減少） △5,376 △8,868

退職給付引当金の増減額（△は減少） 730 6,073

受取利息及び受取配当金 △1,596 △1,375

支払利息 2,477 1,108

為替差損益（△は益） 2,346 5,839

固定資産除却損 276 －

売上債権の増減額（△は増加） 58,943 111,030

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,756 △3,860

仕入債務の増減額（△は減少） 2,885 16,505

その他の流動資産の増減額（△は増加） 29,104 △70,578

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,325 6,408

その他 3,481 1,668

小計 6,322 △87,823

利息及び配当金の受取額 1,111 642

利息の支払額 △2,348 △1,093

法人税等の支払額 △1,495 △1,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,589 △89,701

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 △401 －

有形固定資産の取得による支出 △3,101 △21,814

無形固定資産の取得による支出 － △1,511

投資有価証券の減資による収入 － 4,085

貸付金の回収による収入 83 －

敷金及び保証金の差入による支出 △6,659 －

敷金及び保証金の回収による収入 1,340 1,994

その他 △385 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,124 △17,245

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 70,281 104,569

短期借入金の返済による支出 △86,558 △63,520

その他 △209 △206

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,486 40,843

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,035 2,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,057 △63,734

現金及び現金同等物の期首残高 882,752 634,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 820,695 570,763



該当事項はありません。 

   

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各区分の主な事業の内容 

(1) グラフィックス関連：グラフィックスＬＳＩ、グラフィックスボード、ソフト開発、産業用液晶モニター

の販売等 

(2) 部材関連：部材等の原材料の輸出取引等 

(3) その他：ターンキーサービス関連（ＬＳＩ及びボード等の設計・製造サービス） 

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（39,453千円）の主なものは、親会社の管

理部門に係る費用であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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．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(39,453千円)の主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
グラフィッ
クス関連 
（千円） 

部材関連 
（千円） 

 その他 
（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 
 375,673  61,093  －  436,766  －  436,766

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  375,673  61,093  －  436,766  －  436,766

営業利益又は営業損失（△）  △72,382  1,008  △1,656  △73,030  △39,453  △112,484

  
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
台湾 

（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 
 107,186  251,074  78,505  －  436,766  －  436,766

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,610  77,885  －  －  79,495  △79,495  －

計  108,796  328,960  78,505  －  516,262  △79,495  436,766

営業利益又は営業損失（△）  △37,819  △21,199  △5,891  △1,656  △66,566  △45,917  △112,484



〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア…韓国、台湾、中国等 

（2）欧州 …イギリス、フランス、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。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社はグラフィックス関連事業を中心に事業活動を展開しております。なお、「グラフィックス関連」及び

「部材関連」を報告セグメントとしております。 

「グラフィックス関連」セグメントは、医用画像向けグラフィックスボード及び産業用液晶モニター等の開

発・製造・販売の産業用グラフィックス事業と遊技機器向けグラフィックスLSI等の開発・販売のアミューズ

メント事業を行っております。「部材関連」セグメントは、部材等の原材料等の輸出取引等を行っておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント損益の調整額△42,797千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△42,797千円が含

まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  アジア 米国 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  157,793  84,026  163,087  404,908

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  436,766

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 36.1  19.2  37.4  92.7

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

グラフィックス
関連 

部材関連 計 

売上高           

外部顧客への売上高  353,354  103,387  456,742  －  456,742

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  353,354  103,387  456,742  －  456,742

セグメント利益又は損失（△）  △94,682  1,755  △92,926  △42,797  △135,724

（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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