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

23年3月期第3四半期 1,466 9.5 △402 ― △439 ― △302 ―
22年3月期第3四半期 1,338 △23.0 △338 ― △352 ― △307 ―

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3四半期 △7,338.35 ―
22年3月期第3四半期 △7,463.68 ―

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3四半期 1,731 1,342 65.7 27,611.05
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3四半期  1,137百万円 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】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。 

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3Q 41,187株 22年3月期  41,187株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q 41,186株 22年3月期3Q 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３四半期、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、中国が

引続き高い経済成長を維持し、米国も個人消費が回復してまいりましたが、欧州では金融不安が再燃するなど依然と

して不安定な経済状況が続いております。国内経済は、新興国向けの輸出や生産の増加、経済対策による景気の下支

え効果等により、景気は緩やかな回復がみられたものの、長期化する円高やデフレ状況、依然として進まない雇用情

勢の改善等、先行き不透明な状況が続いております。  

エレクトロニクス業界につきましては、スマートフォンへの需要及び家電エコポイント制度縮小による駆け込み需

要等の増加により順調に推移しました。 

このような状況下、当第３四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、1,466,063千円（前年同期比9.5％増）となりました。しかしながら、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13.5％増加したことにより、営業損失402,421千円（前年同期は営業損失338,381千円）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42,880千円発生したこと等により、経常損失

439,103千円（前年同期は経常損失352,156千円）を計上いたしました。 

なお、WIDE社の第三者割当増資の実施に伴う持分比率変動による持分変動利益9,218千円及び少数株主損失129,636

千円（前年同期は少数株主損失48,637千円）の計上等により、四半期純損失302,237千円（前年同期は四半期純損失

307,399千円）となりました。 

   

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堅調に推移しました。一方、WIDE社の販

売につき、欧州の財政不安の影響で医用向け液晶モニターの販売が不調となり減収となったものの、南米の販路開

拓等を推進しております。なお、欧州メーカー向け液晶モニターのOEM供給は当第４四半期より開始されます。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」の機能強化及び

改良を行い、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1,199,880千円（前年同期比0.3％増）、セグメント損失283,194千円となりました。  

2）部材関連事業 

 売上高266,182千円（前年同期比86.5％増）、セグメント利益4,499千円となりました。  

  

（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３四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257,348千円減少し、1,731,619千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が1,324,866千円（前連結会計年度末比308,424千円減）、固定資産が181,383

千円（同79,112千円増）であります。流動資産の主な減少要因は、原材料及び貯蔵品が121,767千円増加する一方、

受取手形及び売掛金が382,835千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77,319千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113,049千円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較し146,652千円増

加し、389,434千円となりました。 

 純資産の部は、当四半期純損失302,237千円及び少数株主持分の減少108,077千円等により、前連結会計年度末と比

較し404,000千円減少し、1,342,185千円となりました。 

  

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、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して

160,716千円減少し、当第３四半期末で473,781千円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は239,614千円の支出となりました。これは主に売上債権の減少359,583千

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430,809千円及びたな卸資産の増加222,031千円等の減少

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123,142千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127,140千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195,300千円の収入となりました。これは主にWIDE社が韓国の現代財閥

の有力企業グループであるHallaグループのHalla Investment & Consulting Co.へ平成22年8月に実施した第三者割

当増資の払込みによる収入73,211千円、短期借入金の増加による収入248,989千円及び短期借入金の返済による支出

126,282千円であります。  

  

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348千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、1,273千円増加し

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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 423,724 584,467

受取手形及び売掛金 337,760 720,596

有価証券 50,057 50,031

商品及び製品 208,491 143,722

仕掛品 5,136 5,403

原材料及び貯蔵品 301,892 180,125

その他 65,702 27,524

貸倒引当金 △67,898 △78,578

流動資産合計 1,324,866 1,633,290

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 165,351 88,031

その他（純額） 16,032 14,239

有形固定資産合計 181,383 102,270

無形固定資産   

のれん 99,574 120,311

その他 5,557 6,421

無形固定資産合計 105,131 126,733

投資その他の資産   

投資有価証券 64,646 66,245

その他 55,590 60,427

投資その他の資産合計 120,237 126,673

固定資産合計 406,753 355,677

資産合計 1,731,619 1,988,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 64,799 67,720

短期借入金 176,169 63,120

未払法人税等 4,468 8,224

引当金 13,231 21,802

その他 90,740 64,203

流動負債合計 349,409 225,071

固定負債   

退職給付引当金 32,081 15,070

資産除去債務 5,695 －

その他 2,248 2,640

固定負債合計 40,024 17,710

負債合計 389,434 242,781
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 △5,175,518 △4,873,281

自己株式 △185 △185

株主資本合計 1,336,244 1,638,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 359 △3,556

為替換算調整勘定 △199,415 △201,814

評価・換算差額等合計 △199,056 △205,370

少数株主持分 204,997 313,074

純資産合計 1,342,185 1,746,186

負債純資産合計 1,731,619 1,988,968

㈱リアルビジョン（6786） 平成23年3月期 第3四半期決算短信

- 5 -



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,338,583 1,466,063

売上原価 999,993 1,100,041

売上総利益 338,590 366,021

販売費及び一般管理費 676,971 768,442

営業損失（△） △338,381 △402,421

営業外収益   

受取利息 3,379 2,196

その他 9,516 8,618

営業外収益合計 12,896 10,814

営業外費用   

支払利息 5,468 4,147

保険解約損 1,374 －

為替差損 18,688 42,880

その他 1,139 468

営業外費用合計 26,671 47,497

経常損失（△） △352,156 △439,103

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,084 －

関係会社整理損失引当金戻入額 753 －

持分変動利益 － 9,218

特別利益合計 3,837 9,218

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（△） △354,972 △430,809

法人税、住民税及び事業税 1,063 1,063

法人税等合計 1,063 1,063

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △431,873

少数株主損失（△） △48,637 △129,636

四半期純損失（△） △307,399 △302,237

㈱リアルビジョン（6786） 平成23年3月期 第3四半期決算短信

- 6 -



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 451,024 452,873

売上原価 353,667 377,427

売上総利益 97,356 75,445

販売費及び一般管理費 227,377 259,384

営業損失（△） △130,020 △183,939

営業外収益   

受取利息 708 159

その他 6,499 4,142

営業外収益合計 7,208 4,302

営業外費用   

支払利息 1,327 1,655

為替差損 34,815 13,882

その他 609 111

営業外費用合計 36,752 15,649

経常損失（△） △159,565 △195,287

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,966 －

持分変動利益 － 9,218

特別利益合計 13,966 9,218

税金等調整前四半期純損失（△） △145,598 △186,068

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（△） － △186,423

少数株主損失（△） △29,993 △74,522

四半期純損失（△） △115,960 △111,901
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △354,972 △430,809

減価償却費 31,614 33,974

無形固定資産償却費 1,943 2,287

のれん償却額 12,417 12,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,184 △5,651

引当金の増減額（△は減少） △21,546 △8,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,949 17,706

受取利息及び受取配当金 △3,857 △2,588

支払利息 5,468 4,147

保険解約損益（△は益） 1,374 －

為替差損益（△は益） 6,619 13,226

持分変動損益（△は益） － △9,218

固定資産除却損 619 －

関係会社整理損 5,900 －

売上債権の増減額（△は増加） 180,651 359,583

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,095 △222,031

仕入債務の増減額（△は減少） △5,992 1,113

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,394 △41,558

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,389 36,845

その他 5,117 1,788

小計 △104,564 △236,932

利息及び配当金の受取額 3,379 2,502

利息の支払額 △5,442 △4,117

法人税等の支払額 △369 △1,067

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,997 △239,614

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 △545 －

定期預金の払戻による収入 4,362 －

有形固定資産の取得による支出 △22,051 △127,140

無形固定資産の取得による支出 △148 △1,625

投資有価証券の減資による収入 － 4,085

貸付けによる支出 － △1,540

貸付金の回収による収入 276 1,540

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 △11,048 △2,576

敷金及び保証金の回収による収入 1,340 4,114

その他 △252 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,512 △123,142
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 101,673 248,989

短期借入金の返済による支出 △211,270 △126,282

少数株主からの払込みによる収入 － 73,211

その他 △622 △618

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,220 195,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,757 6,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,973 △160,716

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 649,779 473,781
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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） 

  

前第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．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３四半期連結会計期間

50,615千円、前第３四半期連結累計期間120,489千円であり、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  416,035  34,988  －  451,024  －  451,024

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  416,035  34,988  －  451,024  －  451,024

営業利益又は営業損失（△）  △79,990  585  －  △79,404  △50,615  △130,020

  
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  1,195,861  142,722  －  1,338,583  －  1,338,583

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,195,861  142,722  －  1,338,583  －  1,338,583

営業利益又は営業損失（△）  △217,950  2,194  △2,136  △217,891  △120,489  △338,381
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

  

前第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．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３四半期連結会計期間

50,615千円、前第３四半期連結累計期間120,489千円であり、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） 

前第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．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  99,231  233,947  117,845  －  451,024  －  451,024

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,722  109,651  －  －  115,373  △115,373  －

計  104,954  343,598  117,845  －  566,398  △115,373  451,024

営業利益又は営業損失（△）  △52,759  △31,053  △220  －  △84,033  △45,986  △130,020

  
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  303,257  721,171  314,155  －  1,338,583  －  1,338,583

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,266  290,733  －  －  300,000  △300,000  －

計  312,523  1,011,904  314,155  －  1,638,584  △300,000  1,338,583

営業利益又は営業損失（△）  △137,646  △63,955  △9,868  △2,136  △213,607  △124,773  △338,381

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  165,972  126,148  98,977  －  391,097

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  451,024

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 36.8  28.0  21.9  －  86.7

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  476,870  332,046  394,661  －  1,203,579

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,338,583

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 35.6  24.8  29.5  －  89.9
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年10月１日 至平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント損益の調整額△123,725千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△123,725千円が

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３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント損益の調整額△40,447千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△40,447千円が含

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  1,199,880  266,182  1,466,063  －  1,466,063

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,199,880  266,182  1,466,063  －  1,466,063

セグメント利益又は損失（△）  △283,194  4,499  △278,695  △123,725  △402,421

  

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  368,910  83,962  452,873  －  452,873

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  368,910  83,962  452,873  －  452,873

セグメント利益又は損失（△）  △144,914  1,421  △143,492  △40,447  △183,939
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該当事項はありません。 

   

連結子会社の第三者割当増資及び連結範囲の変更 

当社連結子会社で、産業用液晶モニターメーカーである韓国のWIDE Corp.（以下、WIDE社）は、韓国の現代財閥の

有力企業グループであるHallaグループのHalla Investment & Consulting Co.（以下、Halla I&C）に対し、平成22年

12月28日を払込期日とする第三者割当増資を下記のとおり実施いたしました。 

当該第三者割当増資に伴い、WIDE社は、当社連結子会社から持分法適用会社に異動いたしました。 

なお、WIDE社の第３四半期決算日は９月30日であり、四半期連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しております。また、第３四半期連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

（第三者割当増資の概要） 

（1） 発行方法   第三者割当増資 

（2） 発行価額   1株につき550ウォン（39.76円）（平成22年12月28日現在）（注） 

（3） 払込金額    4,999,999千ウォン（361,499千円）（平成22年12月28日現在）（注） 

（4） 払込期日   2010年12月28日 

（5） 割当先     Halla I&C 

（6） 増資の目的  当社が保有するWIDE社社債の返済及び産業用液晶モニターの開発資金 

（7） 増資後当社保有割合   26.4%（増資前 36.2%） 

（8） 増資後割当先保有割合 32.5%（増資前  7.4%） 

（注）参考として、平成22年12月28日現在の為替レート1ウォン＝0.0723円を基準に、韓国ウォンを日本円に換算

しております。 

   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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