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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 1,025 △15.8 △489 ― △448 ― △540 ―

22年3月期 1,216 △25.8 △569 ― △540 ― △610 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △85.92 ― △54.9 △35.3 △47.7

22年3月期 △99.89 ― △42.6 △31.7 △46.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 1,066 745 69.9 118.59
22年3月期 1,476 1,220 82.7 194.25

（参考） 自己資本   23年3月期  745百万円 22年3月期  1,220百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △439 501 △0 272
22年3月期 △344 △163 △0 210

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

23年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 470 1.3 △70 ― △65 ― △70 ― △11.14

通期 1,150 12.2 10 ― 15 ― 10 ― 1.59



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 6,284,944 株 22年3月期 6,284,944 株

② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 6,284,944 株 22年3月期 6,109,884 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、添付資
料P.2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度の我が国経済は、エコポイント等の景気刺激策により個人消費が持ち直しの兆しを見せるとともに、

中国・インドをはじめとするアジア経済の成長に牽引された輸出が拡大し、緩やかながらも景気回復が見られまし

た。しかしながらデフレ傾向に歯止めがかからず、雇用環境も厳しいまま推移したことに加え、去る３月11日に発

生した東日本大震災は自動車や電機業界のサプライチェーンを直撃するとともに電力供給の脆弱さを露呈させる

等、経済に大きな影響を与えました。 

当社が属するエレクトロニクス、情報通信業界におきましては、スマートフォン需要の顕在化に伴う端末機器の

市場拡大や、次世代通信ネットワークのサービス拡充等の市場環境の変化が見られ、それに伴う開発投資こそ拡大

基調となりましたが、デフレの影響により価格面の回復はなく、またこれらにかかる設備投資も緩やかな回復にと

どまる等、依然として厳しい環境に置かれています。 

このような市場環境の中で当社は、事業構造改革を進めるため、下半期よりシステム・ボード製品ビジネスを中

心とする産業コミュニケーション事業部と、ライブラリ製品ビジネスを中心とするリブウェア事業部を発足させ、

製品販売を中心とした収益性の高いビジネスモデルの確立を目指して販売活動を積極化しており、車載関連業界や

次世代通信関連業界から当社技術に高い評価をいただいておりますが、当事業年度においては、不採算ビジネスか

らの撤退に伴う業務の厳選や、一部製品の市場投入の遅れもあったため、固定費や販売費・一般管理費の縮減に努

めたものの業績は厳しいまま推移いたしました。 

この結果、当事業年度の売上高は10億25百万円(前年比15.8%減)となりました。 

損益面につきましては、期を通して収益性の高い製品販売に注力してきた結果、売上総利益こそ改善し、また販

売費・一般管理費も減少しておりますが、売上高減少を補うには至らず、営業損失4億89百万円(前年は5億69百万

円の営業損失)、経常損失4億48百万円(前年は5億40百万円の経常損失)、当期純損失5億40百万円(前年は6億10百万

円の当期純損失)と、当期純損失計上のやむなきに至りました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（セグメント別業績） 

・産業コミュニケーション事業部 

当社が培ってきた高度なエンジニアリング力を効果的に活用した高付加価値の製品やサービスの提供に努め、

お客様の高度化・多様化する需要への対応力強化を行った結果、通信機器・産業用機器関連業界向けの評価ボー

ドや、計測機器、OA機器向けのLSI等の売上寄与がありましたが、一部製品の販売開始の遅れや、事業環境の変

化した社会インフラ関連産業向け事業の見直しを行ったため、業績は厳しいまま推移しました。 

 この結果、売上高は6億43百万円、セグメント損失は72百万円となりました。 

・リブウェア事業部 

従来より当社が強みとする通信関連ミドルウェアが車載機器関連産業や、センサーネットワーク関連産業から

の需要を獲得するとともに、ネットワークカメラ関連市場向け製品に注目が集まり、徐々に需要が顕在化してき

ました。またライブラリ製品の拡充にも努め、ビジネスモデルの構築に注力しています。 

 この結果、売上高は3億81百万円、セグメント損失は83百万円となりました。 

（研究開発） 

研究開発費は1億33百万円（対売上高13.1%、前年同期比51百万円増加）となりました。当社の研究開発活動

は、産業コミュニケーション事業部とリブウェア事業部にて、TCP/IPを中心とした通信ミドルウェアや、ハード

ウェア製品にかかる基礎研究及び工業化研究を行っております。 

 当事業年度における主な成果は次のとおりです。 

・マルチスタイルライブラリの開発 

ターゲットシステムに応じてソフトウェアとハードウェアを、コストと性能のバランスが 適になるよう

に構成を選択でき、ソフトとハードの分割の手間やシステムレベル検証の負担を軽減できるライブラリ

「YAMAME」シリーズを新たに開発いたしました。 

・Windows PC98アーキテクチャー互換システムの開発 

エミュレーター用PCIボードとCバス拡張ボックスを使用することにより、ハードウェアとソフトウェアの

エミュレーションを実現し、NEC製PC9800シリーズ上で動作している既存のアプリケーション等のシステム資

産を継続的に使用できるようにした互換システム製品「iNHERITOR Ⅱ」を開発いたしました。 

・産業用コミュニケーション機器の開発 

既存のシリアル通信機器をそのまま使用しながら、インタフェースのみを変換させるため、出力機器をLAN

に接続してネットワーク経由でデータを転送させることができる、シリアルLAN変換モジュール「マルチプロ

トコルコンバーター」を開発いたしました。 

１．経営成績
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（次期の見通し） 

次期の我が国経済を展望いたしますと、まずは震災からの復興と、各製造業におけるサプライチェーンの再構

築、そして震災以後に急激に落ち込んだ個人消費の回復に向けた取り組みが 優先課題になるかと思われます。そ

の上で円高定着と日本産品の不安払しょくに向けた対策が必要であり、海外新興国のインフレの影響もあいまっ

て、輸出だけを経済復活の起爆剤とするのは難しく、国内各企業の設備投資も様子見となる中で、極めて不透明な

事業環境となっています。 

当社の属する情報通信・エレクトロニクス業界におきましては、上記環境のもとではあるものの、スマートフォ

ンやタブレット型の情報端末向けを中心とした半導体や、Wireless LAN等の次世代通信技術に先行投資する動きも

見られ、また電力供給の問題で注目の強まるスマートグリッド関連の各種開発も次第に上伸していくものと思われ

ます。 

このような事業環境ではありますが、当社といたしましては高付加価値でユニークなコア技術をもとに、量産供

給やサービスを見据えた応用技術の展開を加速させてまいりたいと考えております。具体的にはKASAGO TCP/IPv6

の実需面での拡大を見据え、TCP/IPのシェア拡大と、ライブラリビジネスの拡大、オープン・ソース・ソフトウェ

アへの対応の積極化と、ライブラリ技術を応用したハードウェアでのODMの提案と量産獲得を目指して参ります。

また各種製造業のサプライチェーンの再構築の際に必要になると思われる製造機器制御用のエミュレーターについ

ても積極的な営業展開を行って参ります。 

 以上の結果、次期の業績見通しは、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は 

様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、当社の業績見通しにつきましては、下半期に納入・売

上計上が集中するという季節的な特徴があります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当事業年度末の資産につきまして、流動資産は7億72百万円（前年同期比1億63百万円増加）となりました。 

これは主として現金及び預金が87百万円増加、売掛金54百万円増加、製品が30百万円増加したことによるもので

す。固定資産は2億94百万円（前年同期比5億74百万円減少）となりました。これは主として投資有価証券が5億78

百万円減少したことによるものです。この結果、資産合計は10億66百万円（前年同期比4億10百万円減少）となり

ました。 

負債につきまして、流動負債は2億63百万円（前年同期比26百万円増加）となりました。これは主として前受収

益が37百万円増加したことによるものです。固定負債は58百万円（前年同期比39百万円増加）となりました。これ

は主として長期前受収益が42百万円増加したことによるものです。この結果、負債合計は3億21百万円（前年同期

比65百万円増加）となりました。 

純資産合計につきましては7億45百万円となり、前事業年度末の純資産合計と比べ、4億75百万円の減少となりま

した。これは主として利益剰余金が減少したことによるものです。 

②キャッシュ・フロー等の状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失が5億34百万円、賞与

引当金の減少額38百万円があったものの、投資有価証券売却による収入4億52百万円、投資有価証券売却損益82百

万円、投資有価証券の償還による収入50百万円、減価償却費38百万円等により61百万円増加し、当事業年度末の資

金は、2億72百万円となりました。 

 また、当事業年度における各キャッシュ・フロー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） 

当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は、4億39百万円（前年同期比27.4％増加）となりました。 

これは主に、投資有価証券売却損益82百万円（前年同期比291.4倍）、減価償却費38百万円（前年同期比6.3％減

少）があったものの、税引前当期純損失が5億34百万円（前年同期比11.7％減少）、賞与引当金の減少額38百万円

（前事業年度は賞与引当金の増加額42百万円）等によるものです。 

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

 業 績（第２四半期累計期間）  470  △70  △65  △70

 業 績（通 期）  1,150  10  15  10
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、投資活動の結果得られた資金は、5億1百万円（前事業年度は投資活動の結果使用した資金

は1億63百万円）となりました。 

これは主に、投資有価証券売却による収入4億52百万円（前年同期比24.0％減少）、投資有価証券の償還による

収入50百万円（前年同期比増減なし）等によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は、0百万円（前年同期比66.1％減少）となりました。 

 これは主に、配当金の支払額0百万円（前年同期比66.1％減少）等によるものです。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、大切な資本をお預かりさせていただいた株主の皆様に対し、将来の事業展開と経営体質強化のために必

要な内部留保を確保しつつ、当事業年度の業績や資金収支を総合的に判断し利益還元を実施することを基本方針と

しています。 

また当社の事業は技術革新の激しい情報通信・エレクトロニクス業界に属しているため、内部留保につきまして

は将来にわたり恒常的に業績の向上を図っていくための長期的視野に立った研究開発や人材育成に有効活用して参

ります。しかしながら、当事業年度におきましては前述の「当期の経営成績」に記載のとおり、業績が悪化し、大

幅な損失を計上いたしました。このことにより期末配当を無配とさせていただく予定です。全社を挙げて早期の業

績向上と復配を果たすべく努力を重ねて参ります。 

(4）事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

います。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると

考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。 

(当社の事業内容について) 

「ライブラリ製品」のリスク 

当社の通信ミドルウェア「KASAGO TCP/IP (IPv4)」は、多くのお客様にご採用いただいており、この実績・技術

をもとに「KASAGO IPv6」を開発し、販売を開始しております。当社としましてはIPアドレス枯渇問題に伴う、お

客様のもとでの各種技術的問題へ解決策を提案すべく、IPv6の機能充実と、各種オプション開発を引き続き行うと

ともに、この技術要素を発展させたマルチスタイルライブラリ等の新たなライブラリの充実に努めておりますが、

市場投入が遅れた場合や、市場が未成熟な状態が続く場合、又はオープン・ソース・ソフトウェアが急拡大する場

合には、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

「システム・ボード製品」のリスク 

当社は独自の研究開発を推進するとともに、アライアンスをもととした技術やノウハウの獲得と蓄積を行ってお

りますが、開発の方向性が市場動向と一致しなくなったり、アライアンスが解消された場合、また製品の市場投入

が遅れた場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

（エレクトロニクス・情報通信業界依存による変動要因） 

当社の主要販売先は国内のエレクトロニクス・情報通信業界であり、当社の業績は同業界における開発投資の動向

並びに商品ライフサイクル等に影響され、また循環的に発生する半導体業界全体の景気変動にも影響を受ける可能性

があります。当社ではこれらの変動要因に対処するため、自社製品の充実と販売先業界の拡大等の収益構造改善策を

推進しておりますが、突発要因等によりエレクトロニクス・情報通信業界からの需要動向が急激に変化した場合に

は、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

（得意分野の拡大について） 

当社では長年培ってきた技術力とマーケティング力を駆使し、通信ミドルウェアの業界内でもユニークな製品を充

実させてまいりました。しかしながら技術革新が加速度的に早まっているエレクトロニクス・情報通信業界におい

て、得意分野を拡大するための販売先獲得競争は益々激しくなっており、また新規販売先を獲得し製品を提供できた

としても、お客様側における 終製品の競争やその製品のライフサイクルの短縮が影響し、当社の計画する収益計画

が必ずしも予定どおりに進捗しないことが起きることも想定されます。この場合、当社の業績に重要な影響を与える

可能性があります。 
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（需要先業界の海外への拠点移管の影響） 

当社の主要販売先は国内のエレクトロニクス・情報通信業界ですが、同業界に属する主要メーカーは、より低コス

トの生産拠点や、成長性の高い市場を求める目的でアジアを中心とする海外へ拠点を移管する動きがあり、加えて、

為替変動の影響を抑えること等の理由により、この動きを加速させる傾向があります。 

当社では新年度より海外ビジネス推進室を発足させ、これらの需要先の動向の対応を加速させる方針ですが、当社

の事業活動が及ばない地域への拠点移管が進んだ場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

（ファブレス政策） 

当社は、システム・ボード製品に関し、自社にて企画、開発、設計を行いますが、その生産工程は製造受託企業に

生産を委託しており、それにより設備投資のための資金負担と減価償却費の発生による原価面でのリスクを抑え、か

つ在庫を持つリスクや生産設備にかかる減損発生のリスクを抑えています。また、開発物は当社の資産であり、万が

一委託先の企業に問題が生じても、他の製造委託企業の生産拠点にて生産が継続できる管理と運用を行っています。

 特定外注先への依存度(外注実績) 

 当事業年度の外注高は4億20百万円で、主要な外注先の外注金額の割合は以下のとおりです。 

（注）上記外注金額には、消費税等は含んでおりません。 

上記の外注先とは、経営面のヒアリング・品質管理面の確認作業・生産工程管理面の確認作業等を行い、その他の

事項についても外注管理規則に則って緊密に連携しながら取引を行っております。また特定の外注先に業務を集中さ

せないようリスク分散を心掛けております。しかしながら生産委託先の生産設備で問題が発生した場合や生産委託先

の経営に急激な変化が生じた場合には、当社製品が適切な時期に出荷できなくなることも想定され、当社の業績に重

要な影響を与える可能性があります。 

（知的財産権について） 

当社は、独自技術の保護を目的として、知的財産性が認められるものについて、その特許権や意匠権、実用新案等

の取得を目指し、出願を行うこととしております。しかしながら近似する技術が生み出され、その商用化を当社が知

的財産権の行使によって効果的に阻止できない場合は、当社の技術や製品との競争が発生し、当社の業績に重要な影

響を与える可能性があります。 

（収益構造が下半期偏重となることについて） 

当社の主要販売先である国内エレクトロニクス・情報通信業界の各企業は、３月31日を決算日とする会社が多く、

その予算執行は下半期偏重となる傾向があります。また従来、当社の売上の中心となっていたＳＩ（カスタマイズ）

業務・受託業務は、開発開始から納入まで、長期間を要するものが多く、当社の売上計画・実績は下半期偏重となら

ざるを得ません。当社では製品販売への注力や取引先企業の拡大策を推進することにより売上の平準化を目指してお

りますが、この進捗が計画どおり進まない場合、当社の財務面に影響を与える可能性があります。 

（研究開発について） 

当社は、他社の技術・製品との競合関係において、有利な地位を確保しそれを継続させるため、弛まぬ研究開発が

必要であり、そのための工業化研究を中心とした研究開発投資は、今後とも継続が必要な重要投資分野であると認識

しています。ただし製品化のための研究開発は長期に亘るものもあり、先行投資の回収が計画とおり進まない場合、

当社の財務面に影響を与える可能性があります。 

  （単位：千円）

外注先名 外注品目又は外注工程名 

外注金額 

備考     

第34期 比率(％) 

Progate Group Corporation 特注ハードウェア  70,552  16.8

  

日本電気株式会社 ソフトウェア製品  60,421  14.4

（株）フリーラインズ 特注ハードウェア  33,079  7.9

ジャナ・ビジネス・コンサルティ

ング有限会社 
ソフトウェア製品  30,190  7.2

ヤマキ電気株式会社 特注ハードウェア  26,190  6.2

その他 51社 －  200,217  47.6 － 

合計 －  420,650  100.0 － 
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当社は平成21年6月1日付けの吸収分割により、株式会社図研が当社の発行済株式総数の40.4％を所有することと

なり、かつ取締役構成員のうち同社の役員・従業員出身者が過半数であるため、財務諸表等規則に規定する実質支

配力基準に基づき、同社の連結子会社となっております。 

なお当社のビジネスモデルに関しては、ライブラリ製品ビジネスとシステム・ボード製品ビジネスを中心として

おり、吸収分割以降において重要な変更はありません。 

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、経営理念として、「我々は情報技術をもって社会に貢献します。公正、創造、論理的思考を重んじて行

動します」を制定しています。また行動指針として、Speed (俊敏性)、Sensibility (感受性)、Flexibility (柔

軟性)、Accuracy (精密)、Explore (探究心)を掲げ、お客様並びに社会全体のご期待に応える企業であることを目

指しています。 

弛まぬ技術革新がなされる情報通信・エレクトロニクス関連産業において、当社は 先端の技術や、市場動向に

照らし合わせ通信ミドルウェアのライブラリや、システム・ボード製品の提供を行うとともに、半導体ベンダーと

協調したLSI開発を行う等、お客様における製品の企画開発段階から設計、量産までを高いレベルで一貫して提供

できる、確かな要素技術を持った付加価値の高いユニークなトータル・ソリューションを提供しております。 

当社は、上記の事業活動を通じて情報通信・エレクトロニクス関連産業の発展に尽くし、より便利で活力のある

ユビキタス・ネットワーク社会の実現に向けた貢献ができるものと考えております。 

(2）目標とする経営指標 

当社は、当期の経営成績にも記載のとおり、世界同時不況の中で事業環境が悪化し、かつデフレの進行した情報

通信・エレクトロニクス関連産業の中で、収益力を早期に回復させるべく、様々に経営施策を実行し合理化を進め

るとともに、収益性の高い事業に特化すべく経営組織の再編等の施策を推進し、体質の強化に努めてまいりまし

た。 

しかしながら４期連続での当期純損失計上のやむなきに至っておりますので、まずはこれまで積み重ねた経営施

策の結果を出すべく、黒字転換を実現させ、さらに中期的に安定的かつ高利益体質を目指し、自社製品の製品販売

比率の増大と部門別の予算管理の徹底、さらに販売体制の強化に取り組んで参ります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社の主要な取引先である情報通信・エレクトロニクス関連産業においては、特にアジア各国を中心とする新興

国の経済発展が牽引役となり、市況の緩やかな回復が期待されていますが、定着した円高への対策と成長市場によ

り近い地域での開発生産を目的とした海外への拠点移転が加速していることに加え、３月に発生した東日本大震災

の影響により素材から部品加工までのサプライチェーンが打撃を受たことに伴い、国内の市場は当面の間、生産量

及び価格面とも厳しい局面が続くことが見込まれています。また韓国・中国等をはじめとするアジア各国の電機メ

ーカーの台頭は目覚ましく、日本がこれまで得意としていたマスプロダクションはグローバル・マーケットにおい

て競争が激化し、日本企業は製品の市場対応力と早期投入力が問われています。 

こうした事業環境にあって当社としては、お客様の技術要件やコスト要求を理解した上でCベースLSI設計等の開

発手法の提案からミドルウェアの提供、LSI・ボードの開発、量産までを一貫して提供し、より付加価値の高い製

品の開発とグローバルな価格競争、開発期間短縮の両立を迫られたお客様に喜ばれるサポート力の強化を行って参

ります。加えて急速に開発意識が高まってきたスマートグリッド分野やネットワークカメラ分野において、その要

素の一つとなる通信ミドルウェアが、当社が継続して開発投資を行ってきたTCP/IPでありますので、コアのプロト

コル(規格)となるIPv6とそのオプションの開発需要の獲得に力を注ぎ、横展開をはかりながら収益基盤の拡大を目

指して参ります。さらにはこの技術的バックグラウンドにもとづいたプロトコル変換、エミュレーター等のシステ

ム製品群を、日本企業が世界的優位性を持つ生産財市場をターゲットとして、需要開拓に努めて参ります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

当社が平成24年３月期において黒字化を達成し、さらに中期的に成長し、強固な経営基盤を構築するための喫緊

の課題といたしまして、事業セグメント毎に次のことが挙げられます。 

・産業コミュニケーション事業部 

自社の通信技術に基づた産業用機器向けエミュレーターであるiNHERITORⅡや、産業用通信モジュールであ

るマルチ・プロトコル・コンバーター等の製品群の市場開拓を加速させるとともに、自社ライブラリを応用し

たハードウエアのODMビジネスを拡大させ、ボリュ－ムを伴った収益基盤を確立させるとともに、レガシー通

信技術に拘りすぎない視点をもって新製品開発を行うことが肝要と考えます。 

・リブウェア事業部 

KASAGO IPv6を中心としてTCP/IPの応用分野開拓等によるシェア拡大と、ハードウェア・ソフトウェア両方

の要素技術を活かしたマルチ・スタイル・ライブラリをはじめとするユニークで魅力あるライブラリ製品群の

拡充を行うとともに、ネットワークカメラ対応のONVIF準拠ライブラリに代表されるシェアNo.１の製品の増加

を目指して参ります。また急速に市場での存在感が増しているオープン・ソース・ソフトウェアへの対応にも

取り組むことが肝要と考えます。 

これらの結果、組込コア技術のリーディングカンパニーとしての地位を確立させ、収益力の高いビジネスモデル

を確立させることが対処すべき課題であると考えております。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項ありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 121,504 209,246

受取手形 73,146 30,901

売掛金 239,999 294,956

有価証券 112,846 133,005

製品 8,138 38,373

仕掛品 31,952 12,749

原材料 3,374 3,855

前払費用 11,366 40,774

未収入金 3,158 3,488

未収消費税等 4,108 4,945

その他 902 987

貸倒引当金 △2,120 △1,040

流動資産合計 608,379 772,244

固定資産   

有形固定資産   

建物 93,526 93,139

減価償却累計額 △46,725 △48,902

建物（純額） 46,800 44,236

構築物 1,367 1,367

減価償却累計額 △1,137 △1,185

構築物（純額） 230 182

工具、器具及び備品 152,446 144,433

減価償却累計額 △127,010 △128,978

工具、器具及び備品（純額） 25,435 15,455

土地 39,014 38,906

有形固定資産合計 111,480 98,780

無形固定資産   

ソフトウエア 40,743 35,913

電話加入権 5,164 5,164

ソフトウエア仮勘定 3,237 －

無形固定資産合計 49,146 41,078

投資その他の資産   

投資有価証券 691,525 113,010

関係会社株式 3,500 －

従業員長期貸付金 200 －

破産更生債権等 12,026 －

敷金及び保証金 8,517 7,220

会員権 8,150 8,150

長期前払費用 － 29,995

貸倒引当金 △15,961 △3,925

投資その他の資産合計 707,958 154,450

固定資産合計 868,584 294,309

資産合計 1,476,963 1,066,554
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,171 64,552

未払金 18,320 40,409

未払費用 16,954 9,192

未払法人税等 8,368 6,311

前受金 415 3,780

預り金 4,366 5,402

前受収益 17,196 54,860

賞与引当金 76,536 38,359

製品保証引当金 34,771 40,291

流動負債合計 237,102 263,160

固定負債   

長期未払金 15,074 3,431

預り保証金 190 820

長期前受収益 － 42,633

繰延税金負債 － 2,415

退職給付引当金 3,770 2,998

資産除去債務 － 5,738

固定負債合計 19,034 58,036

負債合計 256,137 321,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金   

資本準備金 300,000 81,886

その他資本剰余金 777,567 －

資本剰余金合計 1,077,567 81,886

利益剰余金   

利益準備金 509 －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △996,189 △540,000

利益剰余金合計 △995,680 △540,000

自己株式 － －

株主資本合計 1,283,922 743,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63,096 1,434

評価・換算差額等合計 △63,096 1,434

純資産合計 1,220,826 745,356

負債純資産合計 1,476,963 1,066,554
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 1,204,209 1,009,578

商品売上高 12,597 15,463

売上高合計 1,216,806 1,025,041

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 19,890 8,138

当期製品製造原価 899,385 718,222

ソフトウエア償却費 9,503 9,986

合計 928,779 736,347

他勘定振替高 － 101

製品期末たな卸高 8,138 38,373

製品売上原価 920,641 697,872

商品売上原価   

当期商品仕入高 13,380 10,711

合計 13,380 10,711

商品売上原価 13,380 10,711

売上原価合計 934,022 708,583

売上総利益 282,784 316,458

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 23,198 23,569

販売促進費 71,770 49,623

役員報酬 43,768 33,987

給与手当 255,470 241,464

福利厚生費 38,736 38,734

賞与 17,225 17,068

賞与引当金繰入額 21,587 15,136

役員退職慰労引当金繰入額 866 －

旅費及び交通費 28,742 31,454

賃借料 45,400 36,644

減価償却費 13,605 13,709

研究開発費 ※1  81,974 ※1  133,835

支払報酬 37,648 28,929

研修費 123,601 95,917

その他 49,178 45,754

販売費及び一般管理費合計 852,772 805,829

営業損失（△） △569,988 △489,371

- 10 -



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 194 46

有価証券利息 20,511 20,567

受取配当金 230 240

助成金収入 9,618 22,749

その他 2,153 4,311

営業外収益合計 32,707 47,915

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,788 5,251

為替差損 275 1,845

営業外費用合計 3,064 7,096

経常損失（△） △540,345 △448,552

特別利益   

貸倒引当金戻入額 880 4,461

賞与引当金戻入額 － 15,566

役員退職慰労引当金戻入額 2,676 －

関係会社株式売却益 － 850

投資有価証券売却益 108 7,061

役員退職慰労長期未払金債務免除益 － 4,115

特別利益合計 3,664 32,055

特別損失   

固定資産除却損 ※2  567 ※2  1,508

投資有価証券売却損 390 89,307

固定資産売却損 － ※3  812

減損損失 － ※4  2,306

特別退職金 ※5  48,164 ※5  22,852

会社分割関連費用 19,988 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

特別損失合計 69,111 118,446

税引前当期純損失（△） △605,791 △534,943

法人税、住民税及び事業税 4,530 3,622

法人税等調整額 － 1,434

法人税等合計 4,530 5,057

当期純損失（△） △610,321 △540,000
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 （脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,209  0.1  4,776  0.5

Ⅱ 労務費    593,223  50.6  399,829  40.5

Ⅲ 経費 ※１  577,745  49.3  583,182  59.0

当期総製造費用    1,172,179  100.0  987,788  100.0

期首仕掛品たな卸高    42,928    31,952   

会社分割に伴う仕掛品受入高    2,084    －   

 合  計    1,217,192    1,019,741   

期末仕掛品たな卸高    31,952    12,749   

他勘定振替高 ※２  285,854    288,769   

当期製品製造原価    899,385    718,222   

前事業年度 当事業年度 

※１ 経費の内容は次のとおりであります。 ※１ 経費の内容は次のとおりであります。 

外注加工費 385,539千円 

旅費交通費 28,200千円 

消耗品費 32,940千円 

減価償却費 17,504千円 

製品保証引当金繰入額 19,080千円 

その他 94,480千円 

計 577,745千円 

外注加工費 420,650千円 

旅費交通費 16,529千円 

消耗品費 39,860千円 

減価償却費 14,374千円 

製品保証引当金繰入額 5,520千円 

その他 86,247千円 

計 583,182千円 

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

ソフトウエア 5,434千円 

ソフトウエア仮勘定 1,772千円 

販売促進費 71,628千円 

研究開発費 81,974千円 

研修活動費 120,555千円 

その他 4,488千円 

計 285,854千円 

ソフトウエア 13,245千円 

ソフトウエア仮勘定 △3,237千円 

販売促進費 48,859千円 

研究開発費 133,835千円 

研修活動費 93,154千円 

その他 2,912千円 

計 288,769千円 

３ 原価計算の方法 

当社の原価計算の方法は、量産品については総合原

価計算を、特注品については個別原価計算を採用して

おります。 

なお、総合原価計算に際しては製品、仕掛品につい

て予定原価を使用しており、期末に原価差額を調整し

ております。 

３ 原価計算の方法 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,202,036 1,202,036

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,202,036 1,202,036

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △218,113

当期変動額合計 － △218,113

当期末残高 300,000 81,886

その他資本剰余金   

前期末残高 731,862 777,567

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 218,113

欠損填補 － △995,680

会社分割による増加 45,704 －

当期変動額合計 45,704 △777,567

当期末残高 777,567 －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,031,862 1,077,567

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － △995,680

会社分割による増加 45,704 －

当期変動額合計 45,704 △995,680

当期末残高 1,077,567 81,886

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 509 509

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △509

当期変動額合計 － △509

当期末残高 509 －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △385,867 △996,189

当期変動額   

利益準備金の取崩 － 509

欠損填補 － 995,680

当期純損失（△） △610,321 △540,000

当期変動額合計 △610,321 456,189

当期末残高 △996,189 △540,000

利益剰余金合計   

前期末残高 △385,358 △995,680
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額   

利益準備金の取崩 － －

欠損填補 － 995,680

当期純損失（△） △610,321 △540,000

当期変動額合計 △610,321 455,680

当期末残高 △995,680 △540,000

自己株式   

前期末残高 △99,236 －

当期変動額   

会社分割による自己株式の増減 99,236 －

当期変動額合計 99,236 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 1,749,303 1,283,922

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

利益準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

当期純利益 △610,321 △540,000

会社分割による増加 45,704 －

会社分割による自己株式の増減 99,236 －

当期変動額合計 △465,380 △540,000

当期末残高 1,283,922 743,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △106,251 △63,096

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,155 64,530

当期変動額合計 43,155 64,530

当期末残高 △63,096 1,434

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △106,251 △63,096

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,155 64,530

当期変動額合計 43,155 64,530

当期末残高 △63,096 1,434

純資産合計   

前期末残高 1,643,051 1,220,826

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

利益準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △610,321 △540,000

会社分割による増加 45,704 －

会社分割による自己株式の増減 99,236 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,155 64,530

当期変動額合計 △422,224 △475,469

当期末残高 1,220,826 745,356
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △605,791 △534,943

減価償却費 40,613 38,070

減損損失 － 2,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,224 △9,744

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,142 △38,177

製品保証引当金の増減額（△は減少） 19,080 5,520

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,232 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △772

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,310 －

受取利息及び受取配当金 △20,935 △20,854

投資事業組合運用損益（△は益） 2,788 5,251

為替差損益（△は益） 178 340

特別退職金 48,164 22,852

固定資産除却損 567 1,508

関係会社株式売却損益（△は益） － △850

投資有価証券売却損益（△は益） 282 82,245

有形固定資産売却損益（△は益） － 812

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

売上債権の増減額（△は増加） 193,345 △12,712

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 8,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,376 △11,513

仕入債務の増減額（△は減少） △27,242 4,381

その他の資産の増減額（△は増加） 70,865 △59,721

その他の負債の増減額（△は減少） △31,119 64,335

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,108 △837

未払消費税等の増減額（△は減少） △406 －

小計 △264,964 △452,187

利息及び配当金の受取額 19,550 18,423

特別退職金の支払額 △95,027 －

法人税等の支払額 △4,210 △5,487

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,651 △439,251
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の売却による収入 － 4,350

有形固定資産の取得による支出 △7,538 △6,899

無形固定資産の取得による支出 △31,919 △11,369

有形固定資産の売却による収入 － 1,300

投資有価証券の取得による支出 △782,905 －

投資有価証券の売却による収入 595,350 452,455

投資事業組合からの分配金による収入 － 10,000

投資有価証券の償還による収入 50,000 50,000

長期貸付けによる支出 △800 －

長期貸付金の回収による収入 1,234 430

敷金及び保証金の回収による収入 14,813 409

敷金及び保証金の差入による支出 △1,272 △162

預り保証金の受入による収入 － 630

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,037 501,143

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △139 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △139 △47

現金及び現金同等物に係る換算差額 △178 △340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △508,007 61,504

現金及び現金同等物の期首残高 718,764 210,756

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  210,756 ※  272,260
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

 （自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

 移動平均法による原価法 

商品 

同左 

  製品・仕掛品・原材料 

 主に総平均法による原価法 

なお、収益性が低下したたな卸資産につ

いては、帳簿価額を切下げております。 

製品・仕掛品・原材料 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

法人税法に定める定率法 

（ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては定額法） 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 法人税法に定める定額法。なお、市場

販売目的のソフトウェアについては、見

込販売数量に基づく償却額と残存有効期

間に基づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を計上する方法、自社利用

のソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法。 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

 （自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるため、将

来支給見込額の当期負担分を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）製品保証等引当金
 製品等の無償補修費用の支出に備える

ため、過去の実績に基づく将来発生見込

額を計上しております。 

(3）製品保証等引当金 
同左 

  (4）受注損失引当金 

 ソフトウェアの請負契約における将来

の損失に備えるため、将来の損失が確実

に見込まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積り可能なものについて、将来の損

失発生見込額を計上しております。 

(4）受注損失引当金 

同左 

   なお、当事業年度は該当ありません。   

  (5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、将来

支給予定額を計上しております。 

 なお、平成19年4月1日をもって、退職

一時金制度を凍結しております。 

(5）退職給付引当金 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当事業年度より、「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544千円、

税引前当期純損失は2,203千円増加しております。 

追加情報

前事業年度 
 （自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため役

員退職慰労金規定に基づく要支給額を計上しておりました

が、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成21年６

月24日開催の定時株主総会において当該定時株主総会の日

以前の在職期間分の役員退職慰労金の打切り支給が承認可

決されました。 

これにより当事業年度において、役員に対する役員退

職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額を

固定負債の「長期未払金」として計上しております。 

────── 
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額 81,974千円 ※１ 研究開発費の総額 133,835千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

   建    物 94千円 

   工具、器具及び備品 472千円 

   建    物 1,118千円 

   工具、器具及び備品 389千円 

――――――― ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

     建    物 723千円 

   工具、器具及び備品 88千円 

――――――― ※４ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

資産のグルーピングについては、事業部を基礎とし

た管理会計上の区分に基づいております。 

上記の資産については、平成22年10月１日付の組織

変更により、事業部制に移行した事に伴い、事業計画

を見直して将来キャッシュ・フローの見積りを行いま

したが、資産価額を回復するまでの収益力は認められ

なかったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上いたしました。 

その内訳は、工具、器具及び備品1,893千円、ソフ

トウエア413千円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おりますが、合理的な測定が困難なことから工具器具

備品は備忘価額１円として、ソフトウエアは零として

おります。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

リブウェア

事業部（神

奈川県横浜

市港北区、

大阪府大阪

市浪速区） 

事業用資産

工具、器具及

び備品 

ソフトウエア 

 2,306

※５ 特別退職金 

特別退職金は、希望退職者募集に伴う特別退職一時

金を計上しております。 

※５ 特別退職金 

特別退職金は、事業構造見直しに伴う退職特別加算

金及び再就職支援に係る費用であります。 
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前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加880千株は、平成21年６月１日における株式会社図研との会社分割によるもの

であります。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少167千株は、平成21年６月１日における株式会社図研との会社分割によるも

のであります。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末株式数 

       (千株) 

当事業年度増加株式数 

        (千株)

当事業年度減少株式数 

        (千株) 

当事業年度末株式数 

      （千株) 

普通株式  5,404  880  －  6,284

合計  5,404  880  －  6,284

株式の種類 
前事業年度末株式数 

       (千株) 

当事業年度増加株式数 

        (千株)

当事業年度減少株式数 

        (千株) 

当事業年度末株式数 

      （千株) 

普通株式(注)  167  －  167  －

合計  167  －  167  －

株式の種類 
前事業年度末株式数 

       (千株) 

当事業年度増加株式数 

        (千株)

当事業年度減少株式数 

        (千株) 

当事業年度末株式数 

      （千株) 

普通株式  6,284  －  －  6,284

合計  6,284  －  －  6,284
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該当事項はありません。 

前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等を中心に行っており、一時的な余資は主に流動性の高い金

融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。 

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券の債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であ

り、市場価格の変動リスク及び一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度  
 （自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日）  

当事業年度  
 （自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日）  

※１ 現金及び現金同等物の当期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の当期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日） （平成23年３月31日）

 ２ 重要な非資金取引 

会社分割 

 平成21年６月１日に会社分割により株式会社図研

から引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとお

りであります。また、会社分割により増加した資本

剰余金は、45,704千円であります。 

会社分割により引き継いだ資産・負債 

現金及び預金勘定 121,504千円 

有価証券勘定 112,846千円 

取得日から償還日までの期間 
が３ヶ月を超える有価証券 

△23,595千円 

現金及び現金同等物 210,756千円 

  （千円）

流動資産 137,452

固定資産 36,429

資産合計 173,882

流動負債 28,940

固定負債 －

負債合計 28,940

――――――― 

現金及び預金勘定 209,246千円 

有価証券勘定 133,005千円 

取得日から償還日までの期間 
が３ヶ月を超える有価証券 

△69,990千円 

現金及び現金同等物 272,260千円 

（リース取引関係）

（金融商品関係）

- 23 -



(3）金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスクの低減を図っ

ております。 

その他有価証券は、主に格付の高い債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。 

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や為替相場及び発行体（取引先企業）の財務状

況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持等により流動性リスクを管理しております。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格

によっております。 

(4）有価証券、(5）投資有価証券 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引

金融機関等から提示された価格によっております。また、有価証券に含まれているマネー・マ

ネージメント・ファンドとフリー・ファイナンシャル・ファンドは短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。 

負 債 

(1）買掛金、(2）未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格

によっております。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
  

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、上表には含めておりません。 

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  121,504  121,504 －

(2）受取手形  73,146  73,146 －

(3）売掛金  239,999  239,999 －

(4）有価証券  112,846  112,846 －

(5）投資有価証券  601,129  601,129 －

 資産計  1,148,627  1,148,627 －

(1）買掛金  60,171  60,171 －

(2）未払金  18,320  18,320 －

 負債計  78,491  78,491 －

区分 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式  3,500

投資事業組合出資金  85,241

非上場株式  5,154
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等を中心に行っており、一時的な余資は主に流動性の高い金

融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。 

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券の債券及び業務上の関係を有する企業の株式等であ

り、市場価格の変動リスク及び一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスクの低減を図っ

ております。 

その他有価証券は、主に格付の高い債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。 

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や為替相場及び発行体（取引先企業）の財務状

況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持等により流動性リスクを管理しております。 

  
１年以内
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

現金及び預金  121,504  －  － －

受取手形  73,146  －  － －

売掛金  239,999  －  － －

有価証券  112,846  －  － －

投資有価証券   

 その他有価証券のうち満期があるもの       

 社債 －  604,962  － －

合計  547,497  604,962  － －
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格

によっております。 

(4）有価証券、(5）投資有価証券 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引

金融機関等から提示された価格によっております。また、有価証券に含まれているマネー・マ

ネージメント・ファンドとフリー・ファイナンシャル・ファンドは短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。 

負 債 

(1）買掛金、(2）未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格

によっております。 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
  

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、上表には含めておりません。 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
  

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  209,246  209,246 －

(2）受取手形  30,901  30,901 －

(3）売掛金  294,956  294,956 －

(4）有価証券  63,014  63,014 －

(5）投資有価証券  108,210  108,210 －

 資産計  706,328  706,328 －

(1）買掛金  64,552  64,552 －

(2）未払金  40,409  40,409 －

 負債計  104,962  104,962 －

区分 貸借対照表計上額（千円） 

投資事業組合出資金  69,990

非上場株式  4,800

  
１年以内
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
千円） 

10年超
（千円） 

現金及び預金  209,246  －  － －

受取手形  30,901  －  － －

売掛金  294,956  －  － －

有価証券  63,014  －  － －

投資有価証券   

 その他有価証券のうち満期があるもの       

 社債 －  100,000  － －

合計  598,118  100,000  － －
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  前事業年度（平成22年3月31日現在） 

 １．子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関連会社株式 3,500千円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 ２．その他有価証券 

（注）投資事業組合出資金（貸借対照表計上額 85,241千円）、非上場株式（貸借対照表計上額 5,154千円）につい

ては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。 

 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

  

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額 

(千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  23,595  17,870  5,725

小計  23,595  17,870  5,725

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  7,880  8,060  △180

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  593,249  661,890  △68,641

③ その他  －  －  －

(3）その他  89,251  89,251  －

小計  690,381  759,202  △68,821

合計  713,976  777,072  △63,096

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

(千円） 

売却損の合計額 

(千円) 

(1) 株式  －  －  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  595,350  108  390

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  595,350  108  390
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  当事業年度（平成23年3月31日現在） 

 １．子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

 ２．その他有価証券 

（注）投資事業組合出資金（貸借対照表計上額 69,990千円）、非上場株式（貸借対照表計上額 4,800千円）につい

ては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に

は含めておりません。 

 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  種類 
貸借対照表計上額 

(千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  100,740  97,734  3,005

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  100,740  97,734  3,005

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  7,470  8,060  △590

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  63,014  63,014  －

小計  70,484  71,074  △590

合計  171,224  168,808  2,415

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

(千円） 

売却損の合計額 

(千円) 

(1) 株式  40  －  314

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  293,600  1,731  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  158,815  5,330  88,992

合計  452,455  7,061  89,307

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び総

合設立方式の厚生年金基金制度を採用しております。な

お、平成19年４月１日をもって、退職一時金制度を凍結し

ております。 

また、確定拠出型の制度として特定退職金共済制度及び

中小企業退職金共済制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び総

合設立方式の厚生年金基金制度を採用しております。な

お、平成19年４月１日をもって、退職一時金制度を凍結し

ております。 

また、確定拠出型の制度として特定退職金共済制度及び

中小企業退職金共済制度を設けております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

① 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在）

年金資産の額 15,915,813 千円

年金財政計算上の給付債務の額 22,495,301 千円

差引額 △6,579,487 千円

① 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成22年３月31日現在）

年金資産の額 19,316,382 千円

年金財政計算上の給付債務の額 21,716,555 千円

差引額 △2,400,172 千円

② 制度全体に占める当社の給与総額割合 

（平成22年３月31日現在）

     1.93% 

② 制度全体に占める当社の給与総額割合 

（平成23年３月31日現在）

      % 1.71

③ 補足説明  （平成21年3月31日現在） 

上記①の差引額の主な要因は、繰越不足金

6,188,834千円、年金財政計算上の過去勤務債務残高

376,487千円であります。 

なお、本制度における過去勤務債務の償却方法は期

間20年の元利均等償却であります。 

③ 補足説明  （平成22年3月31日現在） 

上記①の差引額の主な要因は、繰越不足金

千円、年金財政計算上の過去勤務債務残高

千円であります。 

なお、本制度における過去勤務債務の償却方法は期

間 年の元利均等償却であります。 

2,083,750

344,138

20

  
前事業年度 

（平成22年３月31日） 

当事業年度 

（平成23年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円）  △3,770  △2,998

(2）年金資産（千円）  －  －

(3）退職給付引当金（千円）  △3,770  △2,998

  

前事業年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

(1）厚生年金基金への掛金拠出額（千円）  24,007  21,139
(2）特定退職金共済制度への掛金拠出額（千円）  11,933  10,760
(3）中小企業退職金共済制度への掛金拠出額（千円）  7,815  6,750

計（千円）  43,755  38,649

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

退職給付債務については、平成19年４月に退職一時金制

度を凍結したため、平成19年3月末時点の自己都合要支給

額を使用しております。 

同左 
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）及び 当事業年度 （自 平成22年４月１日  至

平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度 （自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

当事業年度 （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

当事業年度において、関連会社であった株式会社ロックハンドテクノロジーは、当社が保有する株式をすべ

て売却したため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債のの発生の主な原因別

の内訳 

（単位：千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額  7,341

退職給付引当金  1,530

長期未払金  6,120

製品保証引当金  14,117

減価償却費損金算入限度超過額  1,673

固定資産評価損  16,883

たな卸資産評価損  6,310

投資有価証券  27,942

ゴルフ会員権  9,195

賞与引当金  31,073

税務上の繰越欠損金  737,296

その他  6,393

繰延税金資産小計  865,879

評価性引当額  △865,879

繰延税金資産合計  －

（単位：千円）

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額  2,015

退職給付引当金  1,217

長期未払金  1,392

製品保証引当金  16,358

減価償却費損金算入限度超過額  999

固定資産評価損  15,809

たな卸資産評価損  6,096

資産除去債務  2,329

減損損失  936

投資有価証券  8,444

ゴルフ会員権  9,195

賞与引当金  15,573

税務上の繰越欠損金  993,482

その他  4,876

繰延税金資産小計  1,078,729

評価性引当額  △1,078,729

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

資産除去債務に対応する除去費用  △1,434

その他有価証券評価差額金  △980

繰延税金負債計  △2,415

繰延税金負債の純額  △2,415

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

   税引前当期純損失のため記載しておりません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

同左 

（持分法損益等）
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当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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諸表が入手可能であり、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、事業部制を採用し、開発・製造・販売を一体化することで、市場の需要動向に迅速かつ的確に対

応できる体制を構築しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎としたセグメントから構成されており、「産業コミュニケーション事

業部」及び「リブウェア事業部」の２つの報告セグメントとしております。 

「産業コミュニケーション事業部」は、ボード製品、及びシステム開発の事業を中心としております。

「リブウェア事業部」は、ミドルウェアライブラリ、Ｃ言語ベースLSIライブラリ、及び関連する開発の事

業を中心としております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であり

ます。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は、報告セグメントに配分していない

販売費及び一般管理費であります。 

２ セグメント資産又はその他の項目の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の資産又は費

用であります。 

３ セグメント利益又は損失（△）は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント 

調整額 
（注）１,２ 

財務諸表
計上額 
（注）３ 

産業コミュニ

ケーション 
事業部 

リブウェア
事業部 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  643,562  381,479  1,025,041  － 1,025,041

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  － －

計  643,562  381,479  1,025,041  － 1,025,041

セグメント利益又は損失(△)  △72,828  △83,666  △156,494  △332,876 △489,371

セグメント資産  288,900  170,578  459,478  607,075 1,066,554

その他の項目  

減価償却費  9,489  8,664  18,154  19,915 38,070

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 13,919  5,778  19,698  8,199 27,897

△332,876
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当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円）

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、

記載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 （単位：千円） 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

当事業年度より、「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。 

ｂ．関連情報

  
ハードウェア

製品 
ソフトウェア

製品 
開発サービス その他 合計

外部顧客への売上高  164,655  277,615  567,307  15,463  1,025,041

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名

日本電気株式会社  147,145 産業コミュニケーション事業部

ソニー株式会社  106,225
産業コミュニケーション事業部

リブウェア事業部 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
産業コミュニケー

ション事業部 

リブウェア
事業部 

全社 合計 

減損損失 － 2,306 － 2,306 

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

(ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．会社分割の詳細については、（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

株式会社図研（東京証券取引所に上場） 

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

株式会社図研（東京証券取引所に上場） 

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内容又
は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 

（千円） 科目 期末残高
（千円） 

親会社 
株式会社 

 図 研 

神奈川県横

浜市都筑区 
10,117,065 

エレクトロニ

クス産業の設

計から製造ま

でのプロセス

にかかわるソ

リューション

の研究開発・

製造・販売及

びこれらに附

帯するクライ

アントサービ

ス等 

（被所有） 

直接 40.4 

本社事務所

の賃借 
ソフトウェ

ア開発業務

役員の兼任

会社分割に

よる承継資

産の合計  
173,882 ― ― 

会社分割に

よる承継負

債の合計  
28,940 ― ― 
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

会社分割 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業の名称  株式会社図研 

事業の内容      エレクトロニクス産業の設計から製造までのプロセスにかかわるソリューショ

ンの研究開発・製造・販売及びこれらに附帯するクライアントサービス等 

(2) 企業結合の目的 

 株式会社図研は、平成20年５月22日に組込システム市場での事業拡大のため、当社との業務・資本提携

を実施し、当社の筆頭株主（持株比率27.6％）となりました。 

 両社間の業務・資本提携による相乗効果推進の一環として、株式会社図研と当社は、株式会社図研の 

SoC事業部を会社分割し、当社が承継することといたしました。株式会社図研の SoC事業部と当社のビジネ

スモデルは、組込機器開発で重要となるミドルウェアライブラリを豊富に所有しているという点で近似し

ており、本会社分割により、両社のミドルウェアライブラリを組合わせ、動作を保証した信頼性の高い商

品を顧客に提供することが可能となります。また、株式会社図研所有のネットワークや画像配信関係のラ

イブラリと当社所有の通信プロトコルやセキュリティ関連のライブラリは相互に補完し合って、これらを

パッケージ販売することが可能であります。 

 さらに、株式会社図研の SoC事業部門が所有している LSI開発技術を組み合わせることで、ソフトウェ

アからハードウェアにわたる組込機器開発を、複合的にサポートできる体制となります。本会社分割によ

り、より大きなビジネスシナジーを発揮し、ビジネスの拡大と収益力の改善を見込んでおります。 

(3) 企業結合日 

 平成21年６月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

 株式会社図研を分割会社とし、当社を承継会社とする物的分割であります。 

(5) 結合後企業の名称 

 平成21年７月１日をもって、図研エルミック株式会社（英文表記：ZUKEN ELMIC,INC.）となりました。 

２．本会社分割に係る割当の内容及びその算定根拠等、当該企業結合の会計処理 

(1) 本会社分割に係る割当の内容 

当社は、 SoC事業部の対価として、株式会社図研に対して当社の普通株式 1,047,490株を割当て交付し

ました。株式会社図研に交付する普通株式のうち 167,138株については、当社が保有する普通株式（自己

株式）を充当しました。 

 また、企業結合日以降の当社の発行済株式総数（除く自己株式数）は 6,284,944株となり、株式会社図

研が保有する当社株式数は、既に保有している 1,492,200株と合わせて 2,539,690株となり、当社に対す

る株式会社図研の持分比率は 40.4％、議決権比率は 40.4％となりました。さらに、取締役構成員のう

ち、株式会社図研出身の役員数が過半数であるため、実質支配力基準に基づき当社は株式会社図研の連結

子会社となりました。 

(2) 本会社分割に係る割当の内容の算定根拠等 

 本会社分割の割当株式数の公正性及び妥当性を期するため、当社は GCAサヴィアン株式会社を、株式会

社図研は株式会社アーケイディア・グループを、それぞれの独立の第三者算定機関として選定し、割当株

式数の算定を依頼しました。 

 両社はそれぞれ第三者算定機関の算定結果を参考に慎重に検討を行い、加えて、財務状況、業績予測及

び当社の市場株価の動向等の要因を総合的に勘案し、協議・交渉を重ねた結果、上記(1)の本会社分割に係

る割当株式数を算定いたしました。 

(3) 当該企業結合の会計処理 

本会社分割は、逆取得に該当するため、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」に基づき、簿価で受け入れております。 

３．財務諸表に含まれる被結合企業の業績の期間 

 平成21年６月１日から平成22年３月31日まで 

（企業結合等関係）
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４．結合当事企業から引き継いだ資産、負債の状況 

５．パーチェス法を適用したとした場合の貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額 

(1) 貸借対照表に及ぼす影響 

その他資本剰余金     千円 

負ののれん         千円 

(2) 損益計算書に及ぼす影響 

負ののれん償却額       千円 

（概算額の算出方法） 

負ののれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（注）影響の概算額につきましては、監査証明を受けておりません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 （注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２.１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

資産 金額（千円） 負債 金額（千円） 

流動資産  137,452 流動負債  28,940

固定資産    36,429 固定負債  －

合  計  173,882 合  計  28,940

△14,005

11,670

2,334

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 194.25 円 

１株当たり当期純損失金額 99.89 円 

１株当たり純資産額 118.59 円 

１株当たり当期純損失金額 85.92 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
 前事業年度末

（平成22年３月31日） 
  当事業年度末

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額                        (千円)  1,220,826  745,356

純資産の部の合計額から控除する金額         (千円)  －  －

普通株式に係る期末の純資産額             （千円)  1,220,826  745,356

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の

数 (千株) 
 6,284  6,284

  
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純損失                      （千円）  610,321  540,000

普通株主に帰属しない金額                （千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失           (千円)  610,321  540,000

期中平均株式数                            （千株)  6,109  6,284
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当社は、平成22年５月７日開催の取締役会において、資

本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を

行うことを決議いたしました。 

 その概要は以下のとおりであります。 

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金

の処分の目的 

 当期（第33期）は、大幅な当期純損失を計上した

ことにより、当期末（平成22年３月31日現在）時点

での繰越利益剰余金が △996,189千円となっており

ます。当社といたしましては、過去の損失を一掃

し、今後の事業展開に前向きに備えるため、会社法

第448条第1項の規定に基づき、欠損填補を目的とし

て資本準備金及び利益準備金の額を減少させるとと

もに、会社法第452条に基づき、損失の処理をする

ものであります。 

２．剰余金の処分の内容 

 平成22年３月31日現在のその他資本剰余金の全額

を減少させ、繰越利益剰余金に振替いたします。 

①増加する剰余金の額 

繰越利益剰余金  777,567千円 

②減少する剰余金の額 

その他資本剰余金 777,567千円 

３．資本準備金及び利益準備金の額の減少の内容 

 資本準備金の額300,000千円のうち、218,113千円

及び利益準備金の額 509千円全額をそれぞれ減少さ

せ、欠損填補に充当します。 

 なお、減少後の資本準備金の額は81,886千円とな

ります。 

４．日程 

①取締役会決議日     平成22年５月７日 

②効力発生日       平成22年５月７日 

 なお、本資本準備金及び利益準備金の額の減少は

会社法第449条第１項但書の要件に該当するため、

債権者異議手続きは行いません。 

５．その他 

 本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘

定内の振替となりますので、当社の純資産額に変動

はありません。 

――――――― 
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取 締 役   下条 雅人 （現 リブウェア事業部長） 

③ 就任予定日 

平成23年６月24日 

５．その他
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