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2004200420042004年年年年3333月中間期月中間期月中間期月中間期のののの決算概況決算概況決算概況決算概況
（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円、％）、％）、％）、％）

12.712.712.712.710.410.410.410.47.97.97.97.9

12.612.612.612.617.317.317.317.313.813.813.813.8

16.616.616.616.618.718.718.718.714.314.314.314.3

37.437.437.437.437.437.437.437.432.832.832.832.8

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

666666666666957957957957
161.2161.2161.2161.2112.2112.2112.2112.2

1,0741,0741,0741,074
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

226226226226

226226226226

297297297297

1,7851,7851,7851,785

金額金額金額金額
構成比構成比構成比構成比

2003/32003/32003/32003/3中間期中間期中間期中間期
実績実績実績実績

113.9113.9113.9113.9

199.4199.4199.4199.4

157.9157.9157.9157.9

183.7183.7183.7183.7

前期比前期比前期比前期比

265265265265
97.497.497.497.4

258258258258
中間中間中間中間純利益純利益純利益純利益

444444444444
101.8101.8101.8101.8

452452452452
経常利益経常利益経常利益経常利益

47947947947998.198.198.198.1470470470470
営業利益営業利益営業利益営業利益

2,5592,5592,5592,559
128.2128.2128.2128.2

3,2803,2803,2803,280
売上高売上高売上高売上高

金額金額金額金額
構成比構成比構成比構成比

計画比計画比計画比計画比
金額金額金額金額

構成比構成比構成比構成比

2004/32004/32004/32004/3中間期中間期中間期中間期
期初計画期初計画期初計画期初計画

2004/32004/32004/32004/3中間期中間期中間期中間期
実績実績実績実績



4444

2004200420042004年年年年3333月中間期業績月中間期業績月中間期業績月中間期業績ののののﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄ

●●●● ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙OEMOEMOEMOEM、、、、ﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨのののの売上好調売上好調売上好調売上好調

・・・・供給先供給先供給先供給先のののの製品販売好調製品販売好調製品販売好調製品販売好調

●●●● 開発投資開発投資開発投資開発投資のののの増加増加増加増加

・・・・製品製品製品製品ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ｮﾝｱｯﾌｮﾝｱｯﾌｮﾝｱｯﾌｮﾝｱｯﾌﾟ゚゚゚

・・・・半導体組込半導体組込半導体組込半導体組込ソフトソフトソフトソフト開発開発開発開発
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0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,000

3,5003,5003,5003,500

03030303////9999上上上上 03030303////9999下下下下 04040404////9999上上上上（（（（計計計計）））） 04040404////9999上上上上（（（（実実実実））））

ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱ ﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨ 受託開発受託開発受託開発受託開発

品目別売上高品目別売上高品目別売上高品目別売上高のののの状況状況状況状況
（（（（百万円百万円百万円百万円））））
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ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ製品製品製品製品

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1000100010001000

1200120012001200

1400140014001400

1600160016001600

1800180018001800

03/903/903/903/9
Q1Q1Q1Q1

03/903/903/903/9
Q2Q2Q2Q2

03/903/903/903/9
Q3Q3Q3Q3

03/903/903/903/9
Q4Q4Q4Q4

04/904/904/904/9
Q1Q1Q1Q1

04/9 04/9 04/9 04/9 
Q2Q2Q2Q2

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌﾟ゚゚゚向向向向けけけけ

ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄ向向向向けけけけ

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

【【【【ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙OEMのののの四半期毎四半期毎四半期毎四半期毎のののの売上高売上高売上高売上高】】】】 �OEMOEMOEMOEM
�供給先供給先供給先供給先のののの出荷増出荷増出荷増出荷増とととと搭載率搭載率搭載率搭載率

のののの向上向上向上向上
• ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌﾟ゚゚゚ははははｺﾝｼｭｰﾏｰｺﾝｼｭｰﾏｰｺﾝｼｭｰﾏｰｺﾝｼｭｰﾏｰ向向向向けけけけ

にはにはにはには８０８０８０８０％％％％以上以上以上以上にににに搭載搭載搭載搭載

• ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄへのへのへのへの搭載率向上搭載率向上搭載率向上搭載率向上

�供給先供給先供給先供給先のののの拡大拡大拡大拡大
• デルデルデルデルへのへのへのへの供給本格化供給本格化供給本格化供給本格化

�自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド
�1stQ1stQ1stQ1stQははははOEMOEMOEMOEM向向向向けにけにけにけに転用転用転用転用

→→→→出荷出荷出荷出荷をををを抑制抑制抑制抑制
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原価原価原価原価のののの状況状況状況状況

�材料費材料費材料費材料費、、、、外注加工費外注加工費外注加工費外注加工費

�ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾞ゙゙゙ｵｵｵｵ試作試作試作試作でででで材料材料材料材料・・・・
外注費加工費増加外注費加工費増加外注費加工費増加外注費加工費増加

�労務費労務費労務費労務費

�人員増人員増人員増人員増

�製品開発製品開発製品開発製品開発費増加費増加費増加費増加

【【【【原価原価原価原価】】】】

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

03030303////9999上期上期上期上期 03030303////9999下期下期下期下期 04040404////9999上期上期上期上期

そのそのそのその他経費他経費他経費他経費

労務費労務費労務費労務費

材料費材料費材料費材料費、、、、外注加工費外注加工費外注加工費外注加工費
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販管費販管費販管費販管費のののの状況状況状況状況

�人員人員人員人員のののの増加増加増加増加

�営業人員増営業人員増営業人員増営業人員増

�品質向上品質向上品質向上品質向上のためのためのためのため管理部門管理部門管理部門管理部門
のののの人員増強人員増強人員増強人員増強

�半導体設計半導体設計半導体設計半導体設計

⇒⇒⇒⇒研究開発増研究開発増研究開発増研究開発増

�そのそのそのその他経費他経費他経費他経費

�本社移転本社移転本社移転本社移転

�人員増人員増人員増人員増にににに伴伴伴伴うううう備品購入備品購入備品購入備品購入0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

03030303////9999上期上期上期上期 03030303////9999下期下期下期下期 04040404////9999上期上期上期上期

人件費人件費人件費人件費 研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費
そのそのそのその他経費他経費他経費他経費

【【【【販管費販管費販管費販管費】】】】
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財政状況財政状況財政状況財政状況：：：：資産資産資産資産のののの部部部部

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

03/303/303/303/3 03/903/903/903/9 04/304/304/304/3

現預金現預金現預金現預金

売掛金等売掛金等売掛金等売掛金等

たなたなたなたな卸資産卸資産卸資産卸資産

そのそのそのその他流動資産他流動資産他流動資産他流動資産

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産

無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産

投資投資投資投資そのそのそのその他他他他

：：：：

：：：：第第第第2四半期四半期四半期四半期のののの売上増加売上増加売上増加売上増加

：：：：

：：：：

：：：：

：：：：半導体設計半導体設計半導体設計半導体設計ソフトソフトソフトソフト

：：：：RFStream設立設立設立設立、、、、研究研究研究研究

開発資産取得資金貸付開発資産取得資金貸付開発資産取得資金貸付開発資産取得資金貸付

（（（（百万円百万円百万円百万円））））
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財政状況財政状況財政状況財政状況：：：：負債負債負債負債、、、、資本資本資本資本のののの部部部部

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

03/303/303/303/3 03/903/903/903/9 04/304/304/304/3

買掛金買掛金買掛金買掛金

未払法人税未払法人税未払法人税未払法人税

そのそのそのその他流動負債他流動負債他流動負債他流動負債

固定負債固定負債固定負債固定負債

株主資本株主資本株主資本株主資本

：：：：ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙売上増売上増売上増売上増によるによるによるによる仕入増仕入増仕入増仕入増

：：：：

：：：：

：：：：

：：：：

（（（（百万円百万円百万円百万円））））
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通期通期通期通期のののの見通見通見通見通しししし
（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円、、、、%））））

14.810.97.8

18.518.413.2

20.419.914.3

40.540.031.3

100.0100.0100.0

1,8092,213
133.3109.0

2,413
売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

659

825

911

4,469

金額金額金額金額
構成比構成比構成比構成比

2003/92003/92003/92003/9期期期期
実績実績実績実績

91.8

123.0

121.0

172.5

前期比前期比前期比前期比

604
100.2

605
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

1,018
99.7

1,015
経常利益経常利益経常利益経常利益

1,104
99.9

1,103
営業利益営業利益営業利益営業利益

5,539
139.2

7,711
売上高売上高売上高売上高

金額金額金額金額
構成比構成比構成比構成比

計画比計画比計画比計画比
金額金額金額金額

構成比構成比構成比構成比

2004/92004/92004/92004/9期期期期
期初計画期初計画期初計画期初計画

2004/92004/92004/92004/9期期期期
修正計画修正計画修正計画修正計画
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2004200420042004年年年年9999月期業績月期業績月期業績月期業績ののののﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄ

●●●● ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱOEMOEMOEMOEMのののの伸長伸長伸長伸長
ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄPCPCPCPCへのへのへのへの搭載拡大搭載拡大搭載拡大搭載拡大

●●●● ロイヤリティロイヤリティロイヤリティロイヤリティ製品製品製品製品
デジカメデジカメデジカメデジカメのののの数量増加数量増加数量増加数量増加

供給先供給先供給先供給先のののの拡大拡大拡大拡大

●●●● 新新新新ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ
ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾞ゙゙゙ｵｵｵｵ専用機専用機専用機専用機

RFStreamRFStreamRFStreamRFStreamによるによるによるによるICICICICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ
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品目別売上高品目別売上高品目別売上高品目別売上高のののの見通見通見通見通しししし
（（（（百万円百万円百万円百万円））））

0000

1000100010001000

2000200020002000

3000300030003000

4000400040004000

5000500050005000

6000600060006000

7000700070007000

8000800080008000

9000900090009000

01010101////9999期期期期 02020202////9999期期期期 03030303////9999期期期期 04040404////9999期期期期（（（（予予予予））））

ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱ ﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨ 受託開発受託開発受託開発受託開発
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ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙ｳｪｱｳｪｱｳｪｱｳｪｱ売上高売上高売上高売上高のののの見通見通見通見通しししし

0000

500500500500

1000100010001000

1500150015001500

2000200020002000

2500250025002500

3000300030003000

3500350035003500

4000400040004000

03/903/903/903/9
上期上期上期上期

03/903/903/903/9
下期下期下期下期

04/904/904/904/9
上期上期上期上期

04/904/904/904/9
下期下期下期下期

ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄ向向向向けけけけ ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌﾟ゚゚゚向向向向けけけけ

�OEMOEMOEMOEM向向向向けのけのけのけの対応強化対応強化対応強化対応強化

�夏夏夏夏モデルモデルモデルモデル（（（（３３３３ｒｄＱ）ｒｄＱ）ｒｄＱ）ｒｄＱ）

�ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄPCPCPCPCへのへのへのへの搭載拡大搭載拡大搭載拡大搭載拡大

�自社自社自社自社ブランドブランドブランドブランド
�DV/USBDV/USBDV/USBDV/USBﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｵｽﾄﾘｰﾑｸﾗｽｵｽﾄﾘｰﾑｸﾗｽｵｽﾄﾘｰﾑｸﾗｽｵｽﾄﾘｰﾑｸﾗｽ

ﾀﾀﾀﾀ対応対応対応対応ﾁｯﾌﾁｯﾌﾁｯﾌﾁｯﾌﾟ゚゚゚のののの供給開始供給開始供給開始供給開始

【【【【OEM用途別用途別用途別用途別】】】】

計画計画計画計画

（（（（百万円百万円百万円百万円））））
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原価原価原価原価、、、、販管費販管費販管費販管費のののの見通見通見通見通しししし

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

02020202////9999期期期期 03/903/903/903/9 04040404////9999（（（（予予予予））））

そのそのそのその他経費他経費他経費他経費

労務費労務費労務費労務費

材料費材料費材料費材料費、、、、外注加工費外注加工費外注加工費外注加工費

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

02020202////9999期期期期 03/903/903/903/9 04/904/904/904/9

そのそのそのその他経費他経費他経費他経費

研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費

人件費人件費人件費人件費

【【【【原価原価原価原価】】】】

（（（（百万円百万円百万円百万円））））

【【【【販管費販管費販管費販管費】】】】

（（（（百万円百万円百万円百万円））））
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RF StreamRF StreamRF StreamRF Streamのののの設立設立設立設立についてについてについてについて

ピクセラピクセラピクセラピクセラ U-KOM富士通富士通富士通富士通

RF Stream

設立設立設立設立、、、、貸付貸付貸付貸付

研究開発研究開発研究開発研究開発
資産資産資産資産

譲渡譲渡譲渡譲渡

交渉交渉交渉交渉

出資出資出資出資

参画呼参画呼参画呼参画呼びかけびかけびかけびかけ

従業員従業員従業員従業員

転籍転籍転籍転籍

日立日立日立日立ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｨｱｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｨｱｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｨｱｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者
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RFStreamRFStreamRFStreamRFStreamのののの概要概要概要概要

�設立設立設立設立：：：： 2004200420042004年年年年3333月月月月10101010日日日日
�社長社長社長社長／／／／最高経営責任者最高経営責任者最高経営責任者最高経営責任者（（（（CEOCEOCEOCEO））））

� 栗原栗原栗原栗原 良和良和良和良和 （（（（ピクセラピクセラピクセラピクセラ COO)COO)COO)COO)

�所在地所在地所在地所在地：：：：
� 本社本社本社本社：：：： 大阪大阪大阪大阪

• 新横浜事業所新横浜事業所新横浜事業所新横浜事業所

� 米国支社米国支社米国支社米国支社：：：： シリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーシリコンバレー（（（（San JoseSan JoseSan JoseSan Jose））））

�株主株主株主株主
� ピクセラピクセラピクセラピクセラ、、、、富士通富士通富士通富士通、、、、日立日立日立日立メディアエレクトロニクスメディアエレクトロニクスメディアエレクトロニクスメディアエレクトロニクス、、、、紀陽銀行紀陽銀行紀陽銀行紀陽銀行、、、、紀陽紀陽紀陽紀陽ﾘｰｽﾘｰｽﾘｰｽﾘｰｽ････ｷｬｷｬｷｬｷｬ

ﾋﾋﾋﾋﾟ゚゚゚ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ、、、、放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者

�従業員数従業員数従業員数従業員数
� 本社本社本社本社、、、、米国支社合米国支社合米国支社合米国支社合わせてわせてわせてわせて 14141414名名名名



今後今後今後今後のののの経営方針経営方針経営方針経営方針
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技術技術技術技術によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな市場市場市場市場のののの開拓開拓開拓開拓

受託開発受託開発受託開発受託開発

技術提供技術提供技術提供技術提供
（（（（OEM、、、、ﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨﾛｲﾔﾘﾃｨ、、、、

ﾓｼﾓｼﾓｼﾓｼﾞ゙゙゙ｭｰﾙｭｰﾙｭｰﾙｭｰﾙ供給供給供給供給））））

標準規格開発標準規格開発標準規格開発標準規格開発

時間時間時間時間
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ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ・・・・ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ時代時代時代時代のののの到来到来到来到来

PPPP CCCC
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

機器機器機器機器

ピクセラピクセラピクセラピクセラのののの
技術技術技術技術

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化によるによるによるによる
コモディティコモディティコモディティコモディティ化化化化

デジタルデジタルデジタルデジタル化化化化によるによるによるによる
高品質高品質高品質高品質・・・・多機能化多機能化多機能化多機能化
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経営基本方針経営基本方針経営基本方針経営基本方針

デジタルデジタルデジタルデジタルＡＶＡＶＡＶＡＶののののキーデバイスキーデバイスキーデバイスキーデバイスのののの開発開発開発開発

～～～～半導体組込半導体組込半導体組込半導体組込ソフトソフトソフトソフトのののの開発開発開発開発にににに注力注力注力注力

デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送へのへのへのへの対応対応対応対応

モバイルモバイルモバイルモバイル機器機器機器機器へのへのへのへの対応対応対応対応
�PCPCPCPC以外以外以外以外へのへのへのへのﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ機器機器機器機器へのへのへのへのｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

デジタルデジタルデジタルデジタルＡＶＡＶＡＶＡＶののののキーデバイスキーデバイスキーデバイスキーデバイスのののの開発開発開発開発

～～～～半導体組込半導体組込半導体組込半導体組込ソフトソフトソフトソフトのののの開発開発開発開発にににに注力注力注力注力

デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送へのへのへのへの対応対応対応対応

モバイルモバイルモバイルモバイル機器機器機器機器へのへのへのへの対応対応対応対応
�PCPCPCPC以外以外以外以外へのへのへのへのﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ機器機器機器機器へのへのへのへのｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ
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ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾀﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾀﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾀﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄのののの新新新新しいしいしいしいｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｽｲｽｲｽｲｽ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

PCPCPCPC向向向向けけけけ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙ICICICICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙ICICICICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
ICICICICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
ICICICICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ
ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ向向向向けけけけ

ｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ

TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬﾁｬﾁｬﾁｬ

ピクセラピクセラピクセラピクセラ

RFStream
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デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送へのへのへのへの対応対応対応対応

�ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾞ゙゙゙ｵｵｵｵのののの製品開発製品開発製品開発製品開発

�PCPCPCPC向向向向けけけけﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ放送対応放送対応放送対応放送対応
TVTVTVTVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬｰﾁｬｰﾁｬｰﾁｬｰのののの開発開発開発開発
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デジタルラジオデジタルラジオデジタルラジオデジタルラジオのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

�ＰＣＰＣＰＣＰＣカードカードカードカード型型型型ﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ試作機試作機試作機試作機ﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽ（（（（04040404年年年年1111月月月月））））

�NHKNHKNHKNHK、、、、ｴﾌｴﾑｴﾌｴﾑｴﾌｴﾑｴﾌｴﾑ東京東京東京東京をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとするﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾀﾙﾗｼﾞ゙゙゙ｵｵｵｵ推進推進推進推進

協会加盟放送局各社向協会加盟放送局各社向協会加盟放送局各社向協会加盟放送局各社向けにけにけにけに供給供給供給供給
• NHKNHKNHKNHKふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場でででで展示展示展示展示、、、、注目注目注目注目をををを集集集集めるめるめるめる（（（（04040404年年年年5555月月月月のののの

GWGWGWGW期間中開催期間中開催期間中開催期間中開催））））

�専用機専用機専用機専用機ののののﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽﾘﾘｰｽ（（（（０４０４０４０４年秋予定年秋予定年秋予定年秋予定））））

＜＜＜＜NHKふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場にてにてにてにて＞＞＞＞
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PCPCPCPC向向向向けけけけデジタルデジタルデジタルデジタルTVTVTVTVキャプチャーキャプチャーキャプチャーキャプチャー

TVﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ
OFDM

（（（（復調復調復調復調））））

BCAS 

暗号化暗号化暗号化暗号化 PCIﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ HDD

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄｺｰﾄﾞ゙゙゙

PC向向向向けけけけ地上波地上波地上波地上波デジタルデジタルデジタルデジタル
・・・・ﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ
・・・・BMLﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｳｻﾗｳｻﾗｳｻﾗｳｻﾞ゙゙゙
・・・・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｺｰﾀｺｰﾀｺｰﾀｺｰﾀﾞ゙゙゙ｰーーー

4倍倍倍倍のののの能力能力能力能力がががが
必要必要必要必要

�地上波地上波地上波地上波デジタルデジタルデジタルデジタル対応対応対応対応TVｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬｰﾁｬｰﾁｬｰﾁｬｰのののの概要概要概要概要

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙであるためであるためであるためであるため、、、、
A/Dｺﾝﾊｺﾝﾊｺﾝﾊｺﾝﾊﾞ゙゙゙ｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰ、、、、ｴｴｴｴ
ﾝｺｰﾀﾝｺｰﾀﾝｺｰﾀﾝｺｰﾀﾞ゙゙゙ｰーーーがががが不要不要不要不要

BMLﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｳｻﾗｳｻﾗｳｻﾗｳｻﾞ゙゙゙
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アナログアナログアナログアナログからからからからデジタルデジタルデジタルデジタルへへへへシフトシフトシフトシフト

金
額
金
額
金
額
金
額

時期時期時期時期

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙
ｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ+ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙
ｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌｷｬﾌﾟ゚゚゚ﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾁｬｰﾎﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙

・・・・高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値によるによるによるによる単価単価単価単価のののの上昇上昇上昇上昇
・・・・ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂののののﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ化化化化によるによるによるによるPCPCPCPCののののｺﾓｺﾓｺﾓｺﾓ
ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨﾃｨｨﾃｨｨﾃｨｨﾃｨ化化化化
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RF StreamRF StreamRF StreamRF Stream設立設立設立設立についてについてについてについて

「「「「新新新新」」」」テレビテレビテレビテレビ時代時代時代時代のののの到来到来到来到来
�テレビテレビテレビテレビをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境変化環境変化環境変化環境変化

�薄型平面薄型平面薄型平面薄型平面テレビテレビテレビテレビのののの急速急速急速急速なななな普及普及普及普及

�デジタルデジタルデジタルデジタル放送開始放送開始放送開始放送開始

�PCPCPCPC、、、、ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙでのでのでのでの視聴視聴視聴視聴

�それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう新新新新しいしいしいしいニーズニーズニーズニーズ
�小型化小型化小型化小型化・・・・省省省省スペーススペーススペーススペース：：：：薄型平面薄型平面薄型平面薄型平面TVTVTVTV、、、、ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ機器機器機器機器

�低消費電力低消費電力低消費電力低消費電力：：：：ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ機器機器機器機器

�多規格対応多規格対応多規格対応多規格対応：：：：ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ対応対応対応対応、、、、ﾜｰﾙﾄﾜｰﾙﾄﾜｰﾙﾄﾜｰﾙﾄﾞ゙゙゙ﾜｲﾄﾜｲﾄﾜｲﾄﾜｲﾄﾞ゙゙゙でのでのでのでの対応対応対応対応
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RF StreamRF StreamRF StreamRF Streamのののの
ビジネスパートナービジネスパートナービジネスパートナービジネスパートナー

日立日立日立日立ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日立日立日立日立ﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者放送事業者RfStreamRfStream
ICﾁｭｰﾅｰ

ピクセラピクセラピクセラピクセラピクセラピクセラピクセラピクセラ
アプリケーション、
ミドルウェア技術

富士通富士通富士通富士通富士通富士通富士通富士通

OFDM

大学大学大学大学大学大学大学大学
RFCMOS

Media Processor

ﾁｭｰﾅｰﾓｼﾞｭｰﾙ
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TVTVTVTVチューナーチューナーチューナーチューナーののののICICICIC化化化化

�ICICICIC化化化化のののの意義意義意義意義

�ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙波波波波ととととﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ波波波波ををををｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄｳｪｱでででで切切切切りりりり替替替替ええええ

�省省省省スペーススペーススペーススペース、、、、省電力化省電力化省電力化省電力化

�ICICICIC化化化化ののののメリットメリットメリットメリット

�外部外部外部外部からからからからﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｯｸｺﾝﾄﾛｰﾙｯｸｺﾝﾄﾛｰﾙｯｸｺﾝﾄﾛｰﾙｯｸｺﾝﾄﾛｰﾙがががが可能可能可能可能

�国別国別国別国別・・・・地域別対応地域別対応地域別対応地域別対応がががが容易容易容易容易

�モバイルモバイルモバイルモバイル機器機器機器機器へのへのへのへの対応対応対応対応

�コストパフォーマンスコストパフォーマンスコストパフォーマンスコストパフォーマンスのののの向上向上向上向上
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IIIICCCCチューナーチューナーチューナーチューナーのののの概要概要概要概要

SAW

ﾌｨﾙﾀｰﾌｨﾙﾀｰﾌｨﾙﾀｰﾌｨﾙﾀｰ

ＩＦＩＦＩＦＩＦ

ＲＦＲＦＲＦＲＦ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙTVTVTVTV

ICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰのののの基本構造基本構造基本構造基本構造ICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰのののの基本構造基本構造基本構造基本構造

OFDM

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙TVTVTVTV

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｺｰﾀｺｰﾀｺｰﾀｺｰﾀﾞ゙゙゙ｰーーー

既存既存既存既存のののの
ﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾞ゙゙゙ﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ

ICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ RFStream

ICﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ

（（（（TW-1000のののの場合場合場合場合））））
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低低低低いいいい

高高高高いいいい

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

市
場
成
長
性

小小小小さいさいさいさい 大大大大きいきいきいきい

現在現在現在現在のののの市場規模市場規模市場規模市場規模現在現在現在現在のののの市場規模市場規模市場規模市場規模

ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｳﾝﾗｳﾝﾗｳﾝﾗｳﾝ管管管管 TV

ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ TV
(携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話, PDA) 薄型薄型薄型薄型TV

PC-TV

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ別TVﾁｭｰﾅｰ市場
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日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ放送放送放送放送

薄型薄型薄型薄型テレビテレビテレビテレビ

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌｽｸﾄｯﾌﾟ゚゚゚PC

移動体移動体移動体移動体据置据置据置据置

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション タイプタイプタイプタイプタイプタイプタイプタイプ

小小小小さいさいさいさい////狭狭狭狭いいいい

大大大大きいきいきいきい////広広広広いいいい

画
面
画
面
画
面
画
面
サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ
／／／／
帯
域
帯
域
帯
域
帯
域

画
面
画
面
画
面
画
面
サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ

サ
イ
ズ
／／／／
帯
域
帯
域
帯
域
帯
域

“ワイドバンドワイドバンドワイドバンドワイドバンド”
(13 ｾｸｾｸｾｸｾｸﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄ)*

“ナローバンドナローバンドナローバンドナローバンド”
(1 or 3ｾｸｾｸｾｸｾｸﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄ)*

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

PDA,DSC

ﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄﾉｰﾄPC
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DTVDTVDTVDTV普及普及普及普及シナリオシナリオシナリオシナリオ

2004 2007

ｱﾅﾛｸﾞのみ
ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙ & ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙのみ

ﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾞ゙゙゙ののののｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ対応対応対応対応のののの構成比構成比構成比構成比ﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾃﾚﾋﾞ゙゙゙ののののｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾞ・ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙ対応対応対応対応のののの構成比構成比構成比構成比

100%100%100%100%

＜＜＜＜当社推計当社推計当社推計当社推計＞＞＞＞
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RfRfRfRf StreamStreamStreamStreamのののの商品開発商品開発商品開発商品開発のののの
ロードマップロードマップロードマップロードマップ

TA-0500

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙ﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰﾁｭｰﾅｰ

TW-1000

ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸ････ﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰ
＋＋＋＋SAWF＋＋＋＋I/F

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン

周辺機能周辺機能周辺機能周辺機能のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ ((((多機能化多機能化多機能化多機能化))))

基
本
性
能

基
本
性
能

基
本
性
能

基
本
性
能
のののの
掘
下
掘
下
掘
下
掘
下
げげげげ

(( ((高
性
能
化

高
性
能
化

高
性
能
化

高
性
能
化

)) ))

TD-1500

ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰﾀﾙﾁｭｰﾅｰ

画質画質画質画質アップアップアップアップ
(HDTV(HDTV(HDTV(HDTV対応対応対応対応))))

消費電力消費電力消費電力消費電力↓↓↓↓
サイズサイズサイズサイズ↓↓↓↓

ダイバシティダイバシティダイバシティダイバシティ対応対応対応対応

TW-2000

TW-1000＋＋＋＋Multi Decoder

ﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ市場市場市場市場
TVTVTVTV市場市場市場市場

PCPCPCPC、、、、そのそのそのその他他他他、、、、市場市場市場市場

コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン
高信頼性高信頼性高信頼性高信頼性

車載市場車載市場車載市場車載市場
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資料取扱上のご注意資料取扱上のご注意

�本資料本資料本資料本資料にににに記載記載記載記載されておりますされておりますされておりますされております当社当社当社当社のののの将来将来将来将来のののの業績業績業績業績にににに関関関関
わるわるわるわる見通見通見通見通しにつきましてはしにつきましてはしにつきましてはしにつきましては、、、、現時点現時点現時点現時点でででで入手可能入手可能入手可能入手可能なななな情報情報情報情報にににに
基基基基づきづきづきづき当社当社当社当社がががが独自独自独自独自にににに予測予測予測予測したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、リスクリスクリスクリスクやややや不確定不確定不確定不確定
なななな要素要素要素要素をををを含含含含んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。従従従従いましていましていましていまして、、、、見通見通見通見通しのしのしのしの達成達成達成達成をををを保保保保
証証証証するものではありませんするものではありませんするものではありませんするものではありません。。。。

�当社当社当社当社のののの内部要因内部要因内部要因内部要因やややや、、、、当社当社当社当社をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく事業環境事業環境事業環境事業環境のののの変化等変化等変化等変化等
のののの外部要因外部要因外部要因外部要因がががが直接直接直接直接またはまたはまたはまたは間接的間接的間接的間接的にににに当社当社当社当社のののの業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを
与与与与ええええ、、、、本資料本資料本資料本資料にににに記載記載記載記載したしたしたした見通見通見通見通しがしがしがしが変変変変わるわるわるわる可能性可能性可能性可能性があることがあることがあることがあること
をごをごをごをご承知承知承知承知おきおきおきおき願願願願いますいますいますいます。。。。


