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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,013 14.2 △218 ― △243 ― △190 ―
22年3月期第2四半期 887 △20.9 △219 ― △203 ― △191 ―

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2四半期 △4,621.38 ―
22年3月期第2四半期 △4,648.15 ―

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2四半期 1,739 1,434 70.2 29,634.45
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2四半期  1,220百万円 22年3月期  1,433百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,200 4.1 △330 ― △350 ― △310 ― △7,526.83



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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を実施中です。 

※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】Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 41,187株 22年3月期  41,187株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  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2Q 41,186株 22年3月期2Q 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２四半期、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、中国を

はじめとした新興国の景気が順調に拡大し、米国も緩やかに回復してまいりました。一方、欧州では、ドイツ等の主

要国は改善しつつあるものの、財政不安の影響等で主要国以外は依然として停滞しております。国内経済は、新興国

向けの輸出や生産の増加で、企業業績が回復傾向にありましたが、急激な円高の進行や株式市場の低迷により景気の

先行きに懸念が出てきております。 

エレクトロニクス業界につきましては、アジア地域でのデジタル機器向けの需要やエコポイント制度の効果等によ

る国内需要により順調に推移しました。 

 このような状況下、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につき、グラフィックス関連事業及び部材関連事

業とも増収となり、1,013,190千円（前年同期比14.2％増）となりました。しかしながら、韓国の子会社WIDE 

 Corp.(以下、WIDE社）の医用向け液晶モニターの新製品開発や欧州メーカー向け液晶モニターのOEM供給の準備等で

販売費及び一般管理費が前年同期比10.6％増加したことにより、営業損失218,481千円（前年同期は営業損失219,242

千円）となりました。さらに、欧米通貨に対するウォン高の進行等により為替差損が28,998千円発生したこと等によ

り、経常損失243,816千円（前年同期は経常損失203,473千円）を計上いたしました。 

 なお、少数株主損失55,114千円（前年同期は少数株主損失18,644千円）の計上等により、四半期純損失190,336千

円（前年同期は四半期純損失191,438千円）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、国内の医用向け画像システム販売は順調に伸長しましたが、WIDE社の販売に

つき、米国及びアジアでは堅調に推移したものの欧州で大幅な減収となり、ウォンベースで前期比6.8％の減収（ウ

ォン/円の平均レートについて前年同期比若干のウォン高になったことにより円ベースでは前期比3.8％の増収）と

なりました。アミューズメント事業は、「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」の機能強化を行い、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830,970千円（前年同期比6.6％増）、セグメント損失138,280千円となりました。  

2）部材関連事業 

 売上高182,220千円（前年同期比69.1％増）、セグメント利益3,077千円となりました。  

  

（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２四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249,157千円減少し、1,739,810千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が1,353,510千円（前連結会計年度末比279,779千円減）、固定資産が386,299

千円（同30,622千円増）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68,174千円増加する

一方、受取手形及び売掛金が290,141千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44,133千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17,176千円増加したこと並びに支払手形及び買掛金が13,050千円増加したこと

等により、前連結会計年度末と比較し62,204千円増加し、304,985千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失190,336千円等により、前連結会計年度末と比較し311,362千円減少し、1,434,824

千円となりました。 

  

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、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して

31,838千円減少し、当第２四半期末で602,659千円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12,669千円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失

244,741千円等の減少要因がありましたが、売上債権の減少252,544千円及び減価償却費21,576千円等の増加要因によ

るものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は63,042千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63,372千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25,171千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129,890千円及び短期借入金の返済による支出104,306千円であります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成22年10月27日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

の通期連結業績予想からの変更はありません。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） 

 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） 

 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232千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、1,157千円増加し

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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 552,610 584,467

受取手形及び売掛金 430,454 720,596

有価証券 50,048 50,031

商品及び製品 112,003 143,722

仕掛品 4,520 5,403

原材料及び貯蔵品 179,651 180,125

その他 95,699 27,524

貸倒引当金 △71,476 △78,578

流動資産合計 1,353,510 1,633,290

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 129,647 88,031

その他（純額） 16,756 14,239

有形固定資産合計 146,404 102,270

無形固定資産   

のれん 112,033 120,311

その他 6,003 6,421

無形固定資産合計 118,037 126,733

投資その他の資産   

投資有価証券 65,471 66,245

その他 56,386 60,427

投資その他の資産合計 121,857 126,673

固定資産合計 386,299 355,677

資産合計 1,739,810 1,988,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,771 67,720

短期借入金 80,296 63,120

未払法人税等 7,533 8,224

引当金 18,623 21,802

その他 82,863 64,203

流動負債合計 270,088 225,071

固定負債   

退職給付引当金 26,338 15,070

資産除去債務 5,669 －

その他 2,889 2,640

固定負債合計 34,897 17,710

負債合計 304,985 242,781
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 △5,063,617 △4,873,281

自己株式 △185 △185

株主資本合計 1,448,145 1,638,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 985 △3,556

為替換算調整勘定 △228,606 △201,814

評価・換算差額等合計 △227,621 △205,370

少数株主持分 214,299 313,074

純資産合計 1,434,824 1,746,186

負債純資産合計 1,739,810 1,988,968
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 887,559 1,013,190

売上原価 646,325 722,613

売上総利益 241,233 290,576

販売費及び一般管理費 460,475 509,057

営業損失（△） △219,242 △218,481

営業外収益   

受取利息 2,670 2,036

為替差益 16,126 －

その他 3,017 4,476

営業外収益合計 21,814 6,512

営業外費用   

支払利息 4,141 2,492

為替差損 － 28,998

保険解約損 1,374 －

その他 530 357

営業外費用合計 6,045 31,847

経常損失（△） △203,473 △243,816

特別利益   

関係会社整理損失引当金戻入額 753 －

特別利益合計 753 －

特別損失   

関係会社整理損 5,900 －

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 6,653 924

税金等調整前四半期純損失（△） △209,374 △244,741

法人税、住民税及び事業税 709 709

法人税等合計 709 709

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △245,450

少数株主損失（△） △18,644 △55,114

四半期純損失（△） △191,438 △190,336
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 450,792 556,448

売上原価 324,683 379,081

売上総利益 126,109 177,366

販売費及び一般管理費 249,139 288,500

営業損失（△） △123,030 △111,134

営業外収益   

受取利息 1,074 1,053

為替差益 － 3,281

その他 1,845 2,869

営業外収益合計 2,919 7,203

営業外費用   

支払利息 1,664 1,383

保険解約損 1,374 －

為替差損 34,924 －

その他 341 276

営業外費用合計 38,304 1,660

経常損失（△） △158,414 △105,590

特別利益   

関係会社事業損失引当金戻入額 753 －

特別利益合計 753 －

特別損失   

関係会社整理損 5,900 －

特別損失合計 5,900 －

税金等調整前四半期純損失（△） △163,562 △105,590

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（△） － △105,945

少数株主損失（△） △40,883 △23,419

四半期純損失（△） △123,033 △82,525
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △209,374 △244,741

減価償却費 19,503 21,576

無形固定資産償却費 1,234 1,651

のれん償却額 8,278 8,278

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,920 296

引当金の増減額（△は減少） △17,644 △2,839

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,361 12,355

受取利息及び受取配当金 △3,148 △2,428

支払利息 4,141 2,492

保険解約損益（△は益） 1,374 －

為替差損益（△は益） 9,201 11,781

固定資産除却損 50 －

関係会社整理損 5,900 －

売上債権の増減額（△は増加） 190,418 252,544

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,314 △4,189

仕入債務の増減額（△は減少） 1,983 17,591

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,824 △75,600

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,259 13,662

その他 5,372 1,338

小計 77,970 13,769

利息及び配当金の受取額 2,113 2,375

利息の支払額 △4,064 △2,429

法人税等の支払額 △221 △1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,798 12,669

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 △449 －

定期預金の払戻による収入 4,266 －

有形固定資産の取得による支出 △5,038 △63,372

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

貸付けによる支出 － △1,584

貸付金の回収による収入 179 －

保険積立金の解約による収入 9,556 －

敷金及び保証金の差入による支出 △10,172 △2,650

敷金及び保証金の回収による収入 1,340 1,989

その他 △257 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △574 △63,042
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 99,981 129,890

短期借入金の返済による支出 △184,212 △104,306

その他 △416 △412

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,647 25,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,589 △6,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,013 △31,838

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 846,739 602,659
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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） 

     

前第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．事業区分の方法 

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の金額は、前第２四半期連結会計期間

41,302千円、前第２四半期連結累計期間80,755千円であり、その主なものは、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 
 404,152  46,640  －  450,792  －  450,792

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  404,152  46,640  －  450,792  －  450,792

営業利益又は営業損失（△）  △81,849  601  △479  △81,727  △41,302  △123,030

  
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 
 779,825  107,733  －  887,559  －  887,559

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  779,825  107,733  －  887,559  －  887,559

営業利益又は営業損失（△）  △137,960  1,609  △2,136  △138,486  △80,755  △219,242
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

  

前第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．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の金額は、前第２四半期連結会計期間

41,302千円、前第２四半期連結累計期間80,755千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

前第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．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。  

  
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 
 96,839  236,148  117,804  －  450,792  －  450,792

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,933  103,197  －  －  105,131  △105,131  －

計  98,772  339,346  117,804  －  555,923  △105,131  450,792

営業利益又は営業損失（△）  △47,067  △27,974  △3,756  △479  △79,278  △43,751  △123,030

  
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 
 204,025  487,223  196,310  －  887,559  －  887,559

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,543  181,082  －  －  184,626  △184,626  －

計  207,568  668,306  196,310  －  1,072,185  △184,626  887,559

営業利益又は営業損失（△）  △84,887  △32,901  △9,648  △2,136  △129,573  △89,669  △219,242

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  153,104  121,872  132,596  －  407,573

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  450,792

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 34.0  27.0  29.4  －  90.4

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  310,898  205,898  295,684  －  812,481

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  887,559

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 35.0  23.2  33.3  －  91.5
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント損益の調整額△83,278千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△83,278千円が含

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。  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント損益の調整額△40,480千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△40,480千円が含

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） 

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。  

  

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  830,970  182,220  1,013,190  －  1,013,190

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  830,970  182,220  1,013,190  －  1,013,190

セグメント利益又は損失（△）  △138,280  3,077  △135,203  △83,278  △218,481

  

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  477,615  78,832  556,448  －  556,448

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  477,615  78,832  556,448  －  556,448

セグメント利益又は損失（△）  △71,975  1,321  △70,653  △40,480  △111,134
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該当事項はありません。  

  

  

（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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