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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期
第１四半期
累計(会計)期間

第33期
第１四半期
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 211,155 213,3961,639,728

経常損失（千円） 141,558 192,679 259,617

四半期（当期）純損失（千円） 142,351 203,384 437,995

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 1,202,0361,202,0361,202,036

発行済株式総数（千株） 5,404 6,284 5,404

純資産額（千円） 1,960,5011,603,8401,643,051

総資産額（千円） 2,199,7221,850,4371,933,456

１株当たり純資産額（円） 374.32 255.19 313.71

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 27.18 36.43 83.63

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 89.1 86.7 85.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△21,214 △80,249△120,542

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△6,607 △4,523 △280,286

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△32,544 △83 △39,286

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,098,795633,831 718,764

従業員数（人） 142 153 135

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、記載して

おりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（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。

５．平成21年６月１日付けにて株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継しております。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、株式会社図研の Soc事業部が行う事業を会社分割により承継しましたが、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、

当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、この会社分割により、株式会社図研は平成21年６月30日現在、当社の発行済株式総数の40.4％を所有するこ

とになり、さらに、取締役構成員のうち、株式会社図研出身の役職員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、当社は株式会社図研の連結子会社となりました。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の親会社となりました。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の被
所有割合 (％)

関係内容

株式会社図研
神奈川県横浜市

都筑区
10,117

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 

40.4

組込みシステム製

品の販売・開発事

業に関する業務・

資本提携。

役員の兼任(2名) 

（注）１. 有価証券報告書提出会社であります。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 153 (7)

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を(　)内に外数で記載して

おります。

２．従業員数が当第１四半期会計期間において18名増加しましたのは、収益構造改革の一環として固定費の圧

縮を図るための希望退職者募集によるものと、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う

事業を会社分割により承継したことによるものであります。　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期会計期間における生産実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

製品   

ハードウェア製品　　　　　　　　　（千円） 15,643 89.0

ソフトウェア製品　　　　　　　　　（千円） 29,351 499.3

開発サービス　　　　　　　　　　　（千円） 150,002 90.8

　　　　　　　　合計　　　　　　　（千円） 194,996 103.4

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前事業年度まで「通信」と表示しておりましたが、当第１四半期会計期間より「ハードウェア製品」とし

て表示することにしました。　

４．前事業年度まで区分掲記しておりました「システム・ソリューション（受託）」は、前事業年度末に事業

縮小をして重要性がなくなったため、「ＳＩ（カスタマイズ）」と合計して「開発サービス」として表示

することにしました。　

５．当社の生産実績は、通常の営業形態として、第４四半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の生産実績に季節的変動があります。

(2）商品仕入実績　

　当第１四半期会計期間における商品仕入実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

 その他　　　　　　　　　　　　　　（千円） 1,365 272.1

　　　　　　　　　合計　　　　　（千円） 1,365 272.1

　（注）１．主なものは、多品種少量の他社製パッケージ製品・ボード・パソコンであります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当第１四半期会計期間における受注状況を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

受注高（千円） 前年同四半期比 (％)受注残高(千円)前年同四半期比 (％)

製品     

ハードウェア製品 　    24,540 162.9 12,954 58.7

ソフトウェア製品　　　　　  　 89,801 213.6 76,132 150.9

開発サービス 267,414 86.2 202,272 30.0

　　　　　　  小計          　　 381,756 103.9 291,359 39.0

商品     

その他　　　　　　　　　　　   △11,742 930.6 198 22.4

　　　　　      合計　　  　    370,015 100.4 291,557 39.0

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前事業年度以前に受注したもののうち、受注品目の変更により品目別区分が変更になったものを受注高に含

めております。商品のその他は 15,330千円減少し、製品の開発サービスは 15,330千円増加しております。　

４．前事業年度まで「通信」と表示しておりましたが、当第１四半期会計期間より「ハードウェア製品」とし

て表示することにしました。　

５．前事業年度まで区分掲記しておりました「システム・ソリューション（受託）」は、前事業年度末に事業

縮小をして重要性がなくなったため、「ＳＩ（カスタマイズ）」と合計して「開発サービス」として表示

することにしました。　
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(4）販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を品目毎に示すと、次の通りであります。

品目別の名称
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

製品   

ハードウェア製品　　　　　　　　　（千円） 24,257 131.7

ソフトウェア製品　　　　　　　　　 (千円） 37,327 139.1

開発サービス　　　　　　　　　　　（千円） 150,002 90.8

　　　　　　　　　小計　　　　　　（千円） 211,588 100.6

商品   

その他　　　　　　　　　　　　　　（千円） 1,808 247.2

　　　　　　　　　合計　　　　　　（千円） 213,396 101.1

　（注）１．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の

総販売実績に対する割合は次の通りであります。

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

シャープマニファクチャリング

システム株式会社
－ － 31,540 14.8

シャープ株式会社 46,415 22.0 － －

日本信号株式会社 20,864 9.9 － －

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前事業年度まで「通信」と表示しておりましたが、当第１四半期会計期間より「ハードウェア製品」とし

て表示することにしました。

４．前事業年度まで区分掲記しておりました「システム・ソリューション（受託）」は、前事業年度末に事業

縮小をして重要性がなくなったため、「ＳＩ（カスタマイズ）」と合計して「開発サービス」として表示

することにしました。　

５．当社の販売実績は、通常の営業形態として、第４四半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の販売実績に季節的変動があります。

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
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３【経営上の重要な契約等】

(1) 株式会社図研との会社分割（吸収分割）契約

　当社は、平成21年４月20日開催の取締役会において、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割によ

り承継する決議を行い、同日に同社と吸収分割契約書を締結しました。

会社分割の概要は次の通りであります。　

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、昨年、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.）となります。

⑥ 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、財務諸表等規則に規定する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。

⑦ 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⑥の本会社分割に係る割当株式

数を算定いたしました。
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⑧ 結合当事企業から引き継いだ資産、負債の状況

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

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　経済不況の底入れ感は出てきているものの当社客先である電機メーカーは投資案件の再検討、開発の延期等厳

しい状況であることには変わりがありません。当社においては例年の通り第１四半期会計期間の業績は納入が少

ないため、社内的な予算としては想定内となっています。

　以下にて、品目別の業績についてコメント致します。

（品目別業績）

・ハードウェア製品

　客先は投資手控えの状態であり大口案件はありませんでしたが、小口案件展開の件数が主となっています。

　なお、前事業年度まで「通信」と表示しておりましたが、当第１四半期会計期間より「ハードウェア製品」とし

て表示することにしました。

　この結果、売上高は24百万円（前年同四半期比31.7％増加）となりました。

・ソフトウェア製品

　この不況下の中でもまだ売上にはいたりませんが新規案件は徐々に増加しております。また、取り扱い製品を増

やすことにより、当社にとっては新ジャンルの案件も出てきており将来的に期待が持てます。旧エルミックのソ

フトウェア製品は前年同四半期と比べ横ばいでしたが、旧図研SoC事業のソフトウェア製品が12百万円加わりま

した。

　この結果、売上高は37百万円（前年同四半期比39.1％増加）となりました。

・開発サービス

　前事業年度末に事業縮小した結果、システムソリューション（受託）の売上は前期同四半期に比べ84.4%の減少

になりましたが、旧図研 SoC事業のＳＩ（ハード）が33百万円加わりました。

　なお、前事業年度まで区分掲記しておりました「システム・ソリューション（受託）」は、前事業年度末に事業

縮小をして重要性がなくなったため、「ＳＩ（カスタマイズ）」と合計して「開発サービス」として表示するこ

とにしました。

　この結果、売上高は1億50百万円（前年同四半期比9.2％減少）となりました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は、2億13百万円（前年同四半期比1.1％増加）となり、営業損失は

 1億99百万円（前年同四半期比35.2％増加）、経常損失は1億92百万円（前年同四半期比36.1％増加）、四半期純

損失は2億3百万円（前年同四半期比42.9％増加）となりました。

(2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は、18億50百万円となり、前事業年度末に比べ83百万円減少いたしまし

た。これは主に、前払費用の増加73百万円、未収入金の増加32百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少1

億35百万円、現金及び預金の減少85百万円等によるものであります。

　負債の部は、2億46百万円となり、前事業年度末に比べ43百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減少53

百万円等によるものであります。

　純資産の部は、39百万円減少いたしました。これは主に、自己株式の交付による増加99百万円、資本剰余金の増加

45百万円があったものの、利益剰余金の減少2億3百万円によるものであります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少2億6百万

円、投資有価証券売却による収入2億98百万円があったものの、税引前四半期純損失2億1百万円、投資有価証券取

得による支出2億96百万円、仕入債務の減少55百万円、特別退職金の支払額46百万円、無形固定資産取得による支

出5百万円等により、前事業年度末と比較して84百万円減少し、当第１四半期会計期間末の資金は、6億33百万円と

なりました。

　また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は80百万円（前年同四半期比278.3％増加）とな

りました。

　これは主に、売上債権の減少2億6百万円（前年同四半期比23.2％減少）があったものの、税引前四半期純損失2

億1百万円（前年同四半期比42.5％増加）、仕入債務の減少55百万円（前年同四半期比213.3％増加）、特別退職

金の支払額46百万円（前年同四半期はなし）等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は4百万円（前年同四半期比31.5％減少）となり

ました。

　これは主に、投資有価証券売却による収入2億98百万円（前年同四半期はなし）があったものの、投資有価証券

取得による支出2億96百万円（前年同四半期はなし）、無形固定資産取得による支出5百万円（前年同四半期比

12.7倍増加）等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は0百万円（前年同四半期比99.7％減少）となり

ました。

　これは主に、配当金の支払0百万円（前年同四半期比99.7％減少）によるものです。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

　当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は15百万円（前年同四半期比9.6％増加）であります。

　なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

(6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社を取り巻く事業環境は非常に競争が激しく、特に主要顧客である電機メーカーや自動車関連、あるいは半導

体製造関連業界は景気の波に大きく影響を受けることから、当社も少なからず業績に多大な影響を受けることが

あります。当社としては長期的な展望にたって、近い将来有望なTCP/IPを主体とする製品群を開発、市場提供して

まいります。

　一方、短期的には客先の予算執行パターンに影響され、３月末決算時に納入（売上計上）が集中する傾向があり

ます。すなわち売上高の約３分の１が期末に計上されます。受注、納入の平準化を客先とともに進めてまいりたい

と思います。

　他方、独立系である強みを活かし、特定企業や業界にとらわれず販路を拡大し、安定した企業経営と新規マー

ケット開拓を進めてまいります。加えて業務提携など業容の拡大、成長を求めて新たな展開を進めてまいります。

　当社といたしましては、ユビキタス社会構築の要となる組込みシステム向けTCP/IP（IPv4、IPv6）を製品の中核

にすえ、機能向上、オプションの充実をさらに進めます。第33期においては、新製品を数点発表することにしてお

ります。

　これらの施策をより具体的に進めるために６月には株式会社図研の連結子会社となり、同社より当社に３名の

役員を迎え入れました（内１名は取締役会長）。現在組織の再編を含め経営戦略の見直しを進めており、提携に

よる業績への寄与も期待できると考えております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　前事業年度末における重要な設備の新設、除却等の計画はありませんでした。また、当第１四半期会計期間におい

て、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 21,200,000

計 21,200,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成21年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,284,944 同左 東京証券取引所 マザーズ
単元株式数は、

100株であります。

計 6,284,944 同左 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数 (千株)

発行済株式総
数残高 (千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高 (千円)

平成21年４月１日～
平成21年６月30日
（注）　

880 6,284 － 1,202,036 － 300,000

（注）発行済株式数の増加は、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す。

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、株式会社図研から平成21年６月１日付の大量保有報告書の写しの送付が

あり、平成21年６月１日現在で 2,539千株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内

容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

なお、株式会社図研の大量保有報告書の写しの内容は以下の通りであります。

大量保有者　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社図研

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号

保有株券等の数　　　　　　　　　　　　　　　株式　2,539,690株

株券等保有割合　　　　　　　　　　　　　　　40.41％
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式   167,100
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式 5,236,300

　　　　　
52,363 －

単元未満株式 普通株式　　 1,192 － －

発行済株式総数 5,404,592 － －

総株主の議決権 － 52,363 －

（注）当社は、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継し、同社に対し、普通

株式 1,047,490株を交付しております。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）を充当しております。この結果、「完全議決権株式（自己株式等）」及び「発行済株

式総数」はそれぞれ －株、6,284,944株であります。

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株）

他人名義所有
株式数(株）

所有株式数の
　合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

図研エルミック株式会社
神奈川県横浜市港北区
新横浜三丁目１番１号

167,100 － 167,100 3.09

計 － 167,100 － 167,100 3.09

（注）当社は、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継し、同社に対し、当社

保有の自己株式 167,138株を交付しております。この結果、自己株式等は－株であります。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 140 241 240

最低（円） 110 127 192

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所(マザーズ)におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、また、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 286,997 372,093

受取手形及び売掛金 300,294 435,445

有価証券 346,834 346,671

製品 20,383 19,890

仕掛品 21,594 42,928

原材料 936 938

その他 128,676 21,289

貸倒引当金 △2,310 △3,000

流動資産合計 1,103,406 1,236,255

固定資産

有形固定資産 ※
 125,334

※
 99,918

無形固定資産 37,625 30,711

投資その他の資産

投資有価証券 553,253 536,162

その他 48,122 47,713

貸倒引当金 △17,305 △17,305

投資その他の資産合計 584,070 566,570

固定資産合計 747,030 697,200

資産合計 1,850,437 1,933,456
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 32,007 85,437

未払法人税等 2,753 8,159

賞与引当金 44,832 23,049

製品保証引当金 16,550 15,690

受注損失引当金 － 4,232

その他 131,417 125,489

流動負債合計 227,561 262,059

固定負債

退職給付引当金 3,770 3,770

役員退職慰労引当金 － 24,384

その他 15,264 190

固定負債合計 19,034 28,345

負債合計 246,596 290,405

純資産の部

株主資本

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金 1,077,567 1,031,862

利益剰余金 △588,743 △385,358

自己株式 － △99,236

株主資本合計 1,690,860 1,749,303

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △87,019 △106,251

評価・換算差額等合計 △87,019 △106,251

純資産合計 1,603,840 1,643,051

負債純資産合計 1,850,437 1,933,456
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 ※1
 211,155

※1
 213,396

売上原価 181,536 162,184

売上総利益 29,619 51,212

販売費及び一般管理費 ※2
 177,105

※2
 250,590

営業損失（△） △147,485 △199,378

営業外収益

受取利息 4,437 5,086

受取配当金 90 110

為替差益 155 －

その他 1,243 1,575

営業外収益合計 5,927 6,772

営業外費用

為替差損 － 73

営業外費用合計 － 73

経常損失（△） △141,558 △192,679

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 690

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,676

投資有価証券売却益 － 108

特別利益合計 － 3,474

特別損失

固定資産除却損 10 42

会社分割関連費用 － 12,485

特別損失合計 10 12,527

税引前四半期純損失（△） △141,568 △201,732

法人税、住民税及び事業税 1,440 1,651

法人税等調整額 △657 －

法人税等合計 782 1,651

四半期純損失（△） △142,351 △203,384
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △141,568 △201,732

減価償却費 7,078 6,890

のれん償却額 4,181 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △690

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,902 10,439

製品保証引当金の増減額（△は減少） △779 860

受注損失引当金の増減額（△は減少） 16,400 △4,232

退職給付引当金の増減額（△は減少） △592 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,983 △9,310

受取利息及び受取配当金 △4,527 △5,196

為替差損益（△は益） △214 76

投資有価証券売却損益（△は益） － △108

固定資産除却損 10 42

売上債権の増減額（△は増加） 268,533 206,197

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,834 22,927

仕入債務の増減額（△は減少） △17,683 △55,406

その他 △7,227 △2,989

小計 △19,108 △32,231

利息及び配当金の受取額 4,495 5,188

特別退職金の支払額 － △46,862

法人税等の支払額 △6,601 △6,343

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,214 △80,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △961 △1,364

無形固定資産の取得による支出 △393 △5,000

投資有価証券の取得による支出 － △296,550

投資有価証券の売却による収入 － 298,800

長期貸付金の回収による収入 229 85

敷金及び保証金の差入による支出 △5,482 △1,104

敷金及び保証金の回収による収入 － 610

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,607 △4,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △30 －

配当金の支払額 △32,513 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,544 △83

現金及び現金同等物に係る換算差額 214 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,152 △84,932

現金及び現金同等物の期首残高 1,158,947 718,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,098,795

※
 633,831
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【追加情報】

前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（受注損失引当金）

　当第１四半期会計期間において、ソフトウェアの請負契約

に基づく開発中の案件に、第１四半期会計期間末以降に損

失の発生が確実に見込まれる開発案件が確認されたため、

合理的に見積もることができる損失見込額を計上しており

ます。

この結果、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失

は、それぞれ16,400千円増加しております。

――――――――――――

―――――――――――― （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について打切り支給案が

承認可決されました。

これにより当第１四半期会計期間において、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「その他」として計上しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、170,557千円であり

ます。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、105,254千円であり

ます。

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半期

会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期会

計期間毎の売上高に季節的変動があります。

※１．　　　　　　　　同左

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

給与手当 54,120千円

賞与引当金繰入額 3,739 

役員退職慰労引当金繰入額 2,880 

研究開発費 13,694 

研修活動費 22,896 

減価償却費 5,189 

給与手当    66,953千円

賞与引当金繰入額      12,126 

役員退職慰労引当金繰入額      866 

研究開発費       15,012 

研修活動費       59,683 

減価償却費      2,433 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 290,935

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券）
807,860

現金及び現金同等物 1,098,795

 

 （千円）

現金及び預金勘定    286,997

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券）
    346,834

現金及び現金同等物  633,831
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,284千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 －千株

３．配当に関する事項

配当金支払額

　該当事項はありません。

４．株主資本の金額に著しい変動

　当社は、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継しました。

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。この結果、当第１四半期会計期間において資本剰余金が 45,704千円増加、自己株式が99,236千円減

少し、当第１四半期会計期間末において資本剰余金が 1,077,567千円、自己株式が－千円となっておりま

す。　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）

その他有価証券で時価のあるものの四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して

著しい変動がありません 。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30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。

（持分法損益等）

当第１四半期累計期間　（自　平成21年４月１日  至　平成21年６月30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。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間　（自　平成21年４月１日  至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当第１四半期会計期間　（自　平成21年４月１日  至　平成21年６月30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、昨年、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.）となります。

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、財務諸表等規則に規定する実質支配力基準に

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⑥の本会社分割に

係る割当株式数を算定いたしました。
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(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、簿価での受け入れとなります。

３．四半期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21月６月30日まで　

４．結合当事企業から引き継いだ資産、負債の状況

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

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　　　　　△14,005千円

負ののれん　　　　　　　　　14,005千円

(2) 損益計算書に及ぼす影響

負ののれん償却額　　　　　　 　233千円

（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。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 255.19円 １株当たり純資産額 313.71円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 27.18円 １株当たり四半期純損失金額 36.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、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株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（千円） 142,351 203,384

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 142,351 203,384

期中平均株式数（千株） 5,237 5,582

（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間　（自　平成21年４月１日  至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月８日

エルミック・ウェスコム株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池内　基明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエルミック・ウェス

コム株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第32期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日

から平成20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、エルミック・ウェスコム株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月10日

図研エルミック株式会社

（旧エルミック・ウェスコム株式会社）

取 締 役 会　御 中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池内　基明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫛田　達也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている図研エルミック株式

会社（旧エルミック・ウェスコム株式会社）の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第33期事業年度の第１四半

期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、図研エルミック株式会社（旧エルミック・ウェスコム株式会社）の平成21年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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