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2004年3月連結決算（P/L）＜連結＞2004年3月連結決算（P/L）＜連結＞

（単位：百万円）

メルコHD バッファロー バッファロー前期
2004/3月期 2003/3月期 との比較

売上高 103,703 87,482 118.5%

売上高総利益 13,817 11,625 118.9%
粗利益率（％） 13.3% 13.3%

販管費 8,589 7,694 111.6%
販管費率（％） 8.3% 8.8%

営業利益 5,228 3,931 133.0%
営業利益率（％） 5.0% 4.5%

経常利益 5,409 4,081 132.5%
経常利益率（％） 5.2% 4.7%

当期純利益 3,055 1,868 163.5%
当期純利益率（％） 2.9% 2.1%



2004年3月連結決算（B/S）＜連結＞2004年3月連結決算（B/S）＜連結＞

（単位：百万円）

メルコHD バッファロー バッファロー前期

2004/3月期 2003/3月期 との比較

流動資産 37,390 30,744 121.6%
現預金 9,035 5,746 157.2%

受取手形・売掛金 18,949 19,302 98.2%
棚卸資産 7,805 5,029 155.2%

その他の流動資産 1,599 666 240.0%

有形・無形固定資産 2,108 2,823 74.7%
投資等 9,645 10,922 88.3%

資産計 49,143 44,490 110.5%

流動負債 19,330 16,875 114.6%
支払手形・買掛金 16,772 13,574 123.6%

未払法人税等 716 1,420 50.4%
その他の流動負債 1,842 1,879 98.0%

固定負債 808 780 103.6%
株主資本 29,002 26,835 108.1%

負債・資本計 49,143 44,490 110.5%



製品別情報 ＜連結＞

（単位：百万円）

メモリ事業 ストレージ事業 ネットワーク事業 （うちブロードバンド） その他

売上高 33,963 37,977 23,166 18,838 8,596

前期比（％） 135.8% 121.6% 101.2% 104.9% 102.9%
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国内ＰＣ市場概況

ＰＣ市場　停滞に歯止め ＴＶチューナ付

ＰＣ販売増加

動画ユーザーの増加

外付けＨＤＤマーケット

の再活性化

ホームネットワーク
普及の兆し
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メモリ製品の状況

・適正在庫の維持により在庫ロス低減、安定収益源として順調に推移。

・「ＵＳＢフラッシュ」マーケットが拡大し売上大幅伸張

28期実績  29期実績

メモリ評価損

メモリ在庫補償

売上高比　1.8％ （6.1億）

売上高比　3.6％ （9.0億円）

売上高比　4.0％ （9.9億円）

DRAMスポット価格
（ドル)

ＵＳＢフラッシュ量販店実売台数の推移

売上高比　2.8％ （9.6億）
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ストレージ製品の状況

ＴＶチューナ付ＰＣとブロードバンド普及

による動画利用増加

データ保存用にHDD、DVD活性化

LinkStationがヒット

02年4月を基準とした外付HDDの売上台数伸び率

ネットワーク接続のHDD

02年4月を基準とした記録型DVDの売上台数伸び率

ＤＶＤライター
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ブロードバンド製品の状況

・3月31日でブロードバンド回線1500万回線

　突破

2002年

店頭での無線ＬＡＮ実売台数シェア拡大（BCN社調べ）

ブロードバンド接続サービス加入者推移（総務省）

（千人）

ニーズを先取り新製品投入

ブロードバンド市場は成長継続

メルコ
49%

I社
9%

N社
8%

その他
34%

・下期新製品投入遅れで売上機会損失

　→新旧製品切替時の社内の仕組み整備 04/02

2003年

その他
25%

Ｉ社
8%

C社
11%

メルコ
56%

・AOSS
  無線LANのセキュリティ設定自動化で

  ユーザー層の拡大

・高速無線LAN（.11a及び.11g）いち早く対応
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通期業績見通し ＜連結＞

   売上高：       １２２，０００百万円 （前期比117.6％）

  営業利益:    　　６，１００百万円 （前期比116.6％）

  経常利益:    　　６，３００百万円 （前期比116.4％）

  当期利益:    　　３，１００百万円 （前期比101.4％）

  EPS：　　　    　　　　１１６．７４円

２．設備投資、及び減価償却費　　　　　　

・最先端メモリ開発の為のテスター購入
・低環境負荷製品の生産設備増強

１．研究開発費

・デジタルホーム、ブロードバンドの高機能商品開発

【景気・当社を取り巻く環境】

・輸出、設備投資の堅調、個人消費の回復などによりデフレのトンネルを脱す

・TVキャプチャ機能付きPCの普及などにより、デジタルホーム市場が立ち上がる

研究開発費　：  　　１，３０８百万円

設備投資　　 ：  　　１，１２８百万円

減価償却費　：  　　　　５５８百万円



通期業績見通し 製品別 ＜連結＞

（単位：百万円）

メモリ事業 ストレージ事業 ネットワーク事業 （うちブロードバンド） その他

売上高 40,700 40,200 27,100 23,100 14,000

前期比（％） 119.8% 105.9% 117.0% 122.6% 162.9%

１．メモリ　　　　　　　　　　　　・ＵＳＢフラッシュ市場成長

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・先端モジュールの積極投入

２．ストレージ　　　　　　　　　 ・動画利用ユーザー増加に伴う、HDDの売上増加

　　　　　　　　　　　　　　  　　　・デジタルホーム向けのストレージ製品ラインナップ拡充

３．ブロードバンド　　　 　　　 ・ユーザー層に合わせたラインナップ多様化

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・高信頼性の無線LANを武器に法人市場攻略

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・チャネル開拓中の海外リテール市場へ展開

　　（映像関連）　　　  　　　    ・デジタルホーム向け映像機器ラインナップ拡充

　　（LCD）              　　　　　　・LCDを今後注力商材としてシェアNo.1を目指し攻める

４．その他



今後の事業戦略

●デジタルホーム市場の形成には周辺機器が必須
●ホームネットワークが家電とPCの橋渡しをする

●ホームネットワークの本命は無線ＬＡＮ
●セキュリティ自動設定の　ＡＯＳＳが普及を加速

 Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ   Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ  



市場環境の変化：デジタルホーム市場の形成市場環境の変化：デジタルホーム市場の形成

デジタルＴＶ市場予測デジタルＴＶ市場予測

ユビキタス
ネットワーク

ユビキタス
ネットワークブロードバンドブロードバンド ホームネットワークホームネットワーク デジタルホームデジタルホームインターネットインターネット

ISDNISDN ADSLADSL FTTHFTTH

地上デジタル放送開始
２００３年

地上デジタル放送開始
２００３年

全国放送開始
２００７年

全国放送開始
２００７年

アナログ放送終了
２０１１年

アナログ放送終了
２０１１年

TV買換え需要　　　
拡大期　　　

TV買換え需要　　　
拡大期　　　

ネットワーク家電
の普及

ネットワーク家電
の普及

デジタルホーム市場拡大デジタルホーム市場拡大

キーワードキーワード

（出展：富士キメラ総研）



家電家電
デジタルホーム

周辺機器市場の誕生

デジタルホーム
周辺機器市場の誕生

ホーム
ネットワーク

ホーム
ネットワーク

周辺機器の技術を活かし
デジタルホーム市場の形成を

通じて社会に貢献してまいります

周辺機器の技術を活かし
デジタルホーム市場の形成を

通じて社会に貢献してまいります

家電とPCをホームネットワークでシステム化家電とPCをホームネットワークでシステム化

パソコンと家電の橋渡し役としてパソコンと家電の橋渡し役として

無線LAN無線LAN

ストレージストレージ

グラフィックグラフィック

全ての技術を
持つメーカ

全ての技術を
持つメーカ

PCPC



デジタルホームの全体像デジタルホームの全体像

デジタルコンテンツ
を記録・集中管理

PCPC

エアコンエアコン

オーディオオーディオ

冷蔵庫冷蔵庫
電子レンジ電子レンジ

ノートPCノートPC子供部屋TV子供部屋TVIP電話IP電話

外出先からも
コントロール

インターネット

衛星放送
デジタル放送
アナログ放送
CATV等…

+

+

デジタルTVデジタルTV

寝室TV寝室TV

ホームネットワークは
無線ＬＡＮを中心に、
コンテンツの共有や、
データの一元管理、
ＴＶ、ＰＣといった
再生場所も選ばない、
自由なデジタルライフを
フレキシブルに実現。



PCと家電の技術進化の差を周辺機器が埋めるPCと家電の技術進化の差を周辺機器が埋める

新しい画像技術

新しい無線規格

大容量化へ対応

日進月歩の技術進化日進月歩の技術進化

平均7年使用平均7年使用

平均3年使用平均3年使用 平均3年使用平均3年使用買替買替 買替買替

デジタルホームデジタルホーム

変化の激しい部分は
更新コストの安い周辺機器でカバー

周辺機器で新技術を付加周辺機器で新技術を付加

家電

PC

使　用　年　数使　用　年　数



無線LANの進歩に対応無線LANの進歩に対応

通信スピードや
暗号化技術は変化し続ける！

通信スピードや
暗号化技術は変化し続ける！

無線規格の変化無線規格の変化

11b　　　11a　　　11g　　　11n　　　11?

電波帯域の変化電波帯域の変化

5.1GHz帯の追加割当など

無線セキュリティの変化無線セキュリティの変化

WEP64　　　WEP128　　　TKIP　　　AES

PCPC 家電家電

無線アダプタや
モジュール交換で
進化に対応！



メディアフォーマットの変換メディアフォーマットの変換

PCPC

家電家電

どんどん増える
多彩なフォーマットを
TVの入力信号に
周辺機器が変換

デジタルTVデジタルTV

デジタル放送を
他のアナログTV
でも楽しめる

画像圧縮技術や
転送プロトコルも変化し続ける！

画像圧縮技術や
転送プロトコルも変化し続ける！

アナログTVアナログTV

画像音声圧縮技術画像音声圧縮技術

Mpeg2、Mpeg4
MP3、Divxなど



メディアフォーマットの変換（アウトプット）メディアフォーマットの変換（アウトプット）

シングルインプット

マルチアウトプット・マルチストレージ

シングルインプット

マルチアウトプット・マルチストレージ

PCで観るPCで観る

ノートPCで観るノートPCで観る アナログTVで観るアナログTVで観る

デジタルTVで
観る

デジタルTVで
観る

インターネット系インターネット系 放送系放送系

リビングでリビングで

子供部屋で子供部屋で寝室で寝室で

書斎で書斎で



データストレージ・記憶容量はますます増大データストレージ・記憶容量はますます増大

豊富なソースが
コンテンツ利用を促進！

豊富なソースが
コンテンツ利用を促進！

動画が必要とする記憶容量は
静止画に比べて圧倒的に大きい！

●

しかも、とりためた動画は
なかなか消せない！

ホームネットワーク上の
デジタルコンテンツを
一元管理・保管

・スカイパーフェクＴＶ

・アナロク地上波

・デジタル地上波

・ＣＤコピー

・ＤＶＤコピー

・ブロードバンドストリーミング

・ファイル交換

・デジタルビデオカメラ

・デジタルカメラ

・携帯写真・動画

・スカイパーフェクＴＶ

・アナロク地上波

・デジタル地上波

・ＣＤコピー

・ＤＶＤコピー

・ブロードバンドストリーミング

・ファイル交換

・デジタルビデオカメラ

・デジタルカメラ

・携帯写真・動画

LAN



ネットワーク上のデータを一元管理ネットワーク上のデータを一元管理

PCPC
ノートPCノートPC

アナログTVアナログTV

デジタルTVデジタルTV

コンテンツがどこからでも
手軽に検索し利用できる

コンテンツがどこからでも
手軽に検索し利用できる

LAN

コンテンツ・ストッカーコンテンツ・ストッカー



デジタルホームのまとめデジタルホームのまとめ

PCPC

エアコンエアコン

オーディオオーディオ

冷蔵庫冷蔵庫
電子レンジ電子レンジ

ノートPCノートPC子供部屋TV子供部屋TV
IP電話IP電話

デジタルTVデジタルTV

ソースの多様化
インターネット、
ビデオオンデマンド
地上波デジタル放送
DVD、MP3

ソースの多様化
インターネット、
ビデオオンデマンド
地上波デジタル放送
DVD、MP3

データストレージの多様化
PC、家電、ネットワーク上の
ストレージ機器、
どこにあっても共有できる。
保存性・安全性・ポータビリティ、
特徴にあわせて利用

データストレージの多様化
PC、家電、ネットワーク上の
ストレージ機器、
どこにあっても共有できる。
保存性・安全性・ポータビリティ、
特徴にあわせて利用

利用方法の多様化
PC、家電、どの装置からでも
利用できる。
容易な管理（目的のコンテンツ
が簡単に見つかる）
外出先からも使える。

利用方法の多様化
PC、家電、どの装置からでも
利用できる。
容易な管理（目的のコンテンツ
が簡単に見つかる）
外出先からも使える。

ホームネットワークにすべての機器が対等に接続されるホームネットワークにすべての機器が対等に接続される



デジタルホームソリューション具体的製品例デジタルホームソリューション具体的製品例

ネットで楽しむDVDプレイヤー LinkTheaterネットで楽しむDVDプレイヤー LinkTheater



デジタルホームソリューション具体的製品例デジタルホームソリューション具体的製品例

DVD並みの画質でmpeg録画　TVキャプチャDVD並みの画質でmpeg録画　TVキャプチャ



デジタルホームソリューション具体的製品例デジタルホームソリューション具体的製品例

ネットワーク接続ハードディスク LinkStationネットワーク接続ハードディスク LinkStation



制御系ネットワーク家電

ホームネットワークのキープロダクツは無線LANホームネットワークのキープロダクツは無線LAN

ケーブル配線は
手間も工事費も大変

ブルートゥースでは
隣の部屋まで届かない

ブルートゥースでは
隣の部屋まで届かない

　無線ＬＡＮがホームネットワークに最適　　無線ＬＡＮがホームネットワークに最適　

テレビテレビ

IP電話IP電話

電子レンジ電子レンジ

冷蔵庫冷蔵庫

パソコンパソコン エアコンエアコン

インターネットインターネット

外出先からコントロール外出先からコントロール オーディオオーディオ



盗聴や混信を防ぐにはセキュリティが必須盗聴や混信を防ぐにはセキュリティが必須

セキュリティでそれぞれの
ネットワークを分離

セキュリティでそれぞれの
ネットワークを分離

高まるセキュリティニーズ（電波の暗号化）高まるセキュリティニーズ（電波の暗号化）

ネットワーク家電にも
セキュリティ機能は必要

ネットワーク家電にも
セキュリティ機能は必要



AirStation One-Touch Secure System
(AOSS)は、これまで暗号化キーの設
定や、入力で煩雑だった無線LANの接
続設定を飛躍的に簡単にする新技術
です。

無線LANユーザ層を飛躍的に拡大無線LANユーザ層を飛躍的に拡大

無線LANとセキュリティ設定を自動化 AOSS無線LANとセキュリティ設定を自動化 AOSS



高

低

圧倒的多数の潜在的な
ネットワーク家電ユーザ

ＰＣ

家電

ＰＣ，ネットワーク
の知識、活用度合

ＰＣ，ネットワーク
の知識、活用度合

メルコの強みメルコの強み

無線ＬＡＮは、ホームネットワークの
デファクトスタンダード候補Ｎｏ．１

無線ＬＡＮは、ホームネットワークの
デファクトスタンダード候補Ｎｏ．１

累計４００万台＝オピニオンリーダ累計４００万台＝オピニオンリーダ

既存の無線ＬＡＮもＡＯＳＳ対応へ
ネット家電用のインフラ規模を一挙に獲得

既存の無線ＬＡＮもＡＯＳＳ対応へ
ネット家電用のインフラ規模を一挙に獲得

国内シェア Ｎｏ．１の実力

世界をリードする技術力・製品化ノウハウ

国内シェア Ｎｏ．１の実力

世界をリードする技術力・製品化ノウハウ

対象ユーザ層の拡大対象ユーザ層の拡大

デジタルホームビジネスの創出デジタルホームビジネスの創出

AOSSで対象となるユーザ層を圧倒的に拡大AOSSで対象となるユーザ層を圧倒的に拡大

ねらいねらい



家電メーカ家電メーカ

周辺機器メーカ周辺機器メーカ

PCメーカPCメーカ

普及の
方向

普及の
方向

④ ネットワーク家電へ組込み

③ SOHOのIT化促進、マイクロソフト・インテルと協力

② パソコンをAOSS対応にインテルと共同プロモーション

① AirStaionの拡販

AOSSデファクトスタンダードへのSTEPAOSSデファクトスタンダードへのSTEP

PCユーザPCユーザ

家電ユーザ家電ユーザ



デジタルホーム関連デジタルホーム関連

既存パソコン周辺機器
（メモリ・ストレージ等）

既存パソコン周辺機器
（メモリ・ストレージ等）安定収益源安定収益源

無線ＬＡＮ関連無線ＬＡＮ関連

事業構造のフレームワーク事業構造のフレームワーク

ユビキタス
ネットワーク

ユビキタス
ネットワークブロードバンドブロードバンド ホームネットワークホームネットワーク デジタルホームデジタルホームインターネットインターネットキーワードキーワード

社会変化に合わせ
業容を拡大

社会変化に合わせ
業容を拡大

デジタルホーム関連
次の柱に

デジタルホーム関連
次の柱に



ＩＲ担当  渡辺 章行

TEL：052-251-6855

FAX：052-251-6816

E-mail:ir@melcoinc.co.jp

今後のメルコグループにご期待ください。
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