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上 場 会 社 名         エルピーダメモリ株式会社                  上場取引所（所属部）東証第一部 
コ ー ド 番 号           ６６６５                                   本社所在都道府県  東 京 都 
（ＵＲＬ  http://www.elpida.com/ja ） 
代 表 者  役職名  代表取締役社長兼ＣＥＯ 氏名  坂 本 幸 雄 
責 任 者  役職名 取締役兼ＣＯＯ      氏名  大 塚 周 一      ＴＥＬ（03）3281－1500 ㈹ 
決算取締役会開催日 平成 18年 ４月 25日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18年３月期の連結業績（平成 17年 ４月 １日～平成 18年 ３月 31日） 

(百万円未満は四捨五入表示) 
(1)連結経営成績                            
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
18年３月期 241,554 16.7  144 △99.0  △3,076 －  
17年３月期 
 

207,028 
 
106.1  

 
15,116 

 
－ 
 
 
 

10,684 
 

－ 
 
 
  

 当期純利益 
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        

株主資本当 
期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円  ％  円 銭  円 銭  ％  ％  ％ 
18年３月期 
×年×月期 

△4,229 
 
－ 
 
 
 

△43 
 
84 
 

－ 
 
－ 
 
△2.2 

 
 
 
△0.6 

 
 
 
 △1.3  

17年３月期 8,213 
 
－ 
 
 
 

107 
 
60 
 

105 
 
86 
 

5.9 
 
 
 

2.7 
 
 
 
   5.2  

(注) ①持分法投資損益       18年３月期     20百万円  17年３月期   － 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年３月期 96,464,558株  17年３月期 76,324,947株   
     ③会計処理の方法の変更   無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
    
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円        百万円   ％ 円 銭 
18年３月期 567,799 

 
 
 

191,285 
 

 
 

33.7 
 
 
 

1,982 
 
89 
 17年３月期 498,168  195,285  39.2  2,024 43 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年３月期 96,468,085株    17年３月期 96,464,350株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 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  

18年３月期 33,865  △182,653  69,450  111,443  
17年３月期 20,987  △160,564  218,635  189,798  
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 ６社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 １社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)０社 (除外)０社  持分法 (新規)1社 (除外)０社 

 
２．19年３月期の連結業績予想（平成 18年 ４月 １日～平成 19年 ３月 31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円  百万円  百万円  

通    期 －  －  －  
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  － 円 － 銭 
 
現時点では、将来のＤＲＡＭ市況を的確に予想することが困難であるため、当社は19年３月期の連結決
算業績予想（中間期）及び（通期）を開示しておりません。連結決算業績予想（中間期）及び（通期）
については、予想が可能となった時点であらためて開示させていただきます。なお現時点で将来の業績
を予測するために有用と思われる情報を、「３．経営成績及び財政状態 (４)平成19年３月期 業績の見
通し」に記載しておりますので、こちらの記載もご参照下さい。 
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                          平成１８年４月２５日 
エルピーダメモリ株式会社 

 

平成18年３月期  連結決算の概要 

 
    【第４四半期】（３月31日に終了した３ヶ月間） 

 平成18年３月期 
第４四半期 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日 

平成17年３月期 
第４四半期 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年３月31日 

前年 
同期比 
増減率 

 百万円  百万円 % 
売 上 高 

77,030  50,730  51.8 
 百万円  百万円 % 

営 業 利 益 
4,616  1,142  304.2 

 百万円  百万円 % 
経 常 利 益 

4,629  74  － 
 百万円  百万円 % 

当 期 純 利 益 
1,950  △1,678  － 

 円  円 % 
１株当たり当期純利益 

20.22  △17.37  － 
 円  円 % 潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり当期純利益 20.00  －  － 
 

【12ヶ月間累計】（３月31日に終了した12ヶ月間） 
 平成18年３月期 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

平成17年３月期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

前年 
同期比 
増減率 

 百万円  百万円 % 
売 上 高 

   241,554    207,028  16.7 
 百万円  百万円 % 

営 業 利 益 
144  15,116  △99.0 
 百万円  百万円 % 

経 常 利 益 
△3,076  10,684  － 

 百万円  百万円 % 
当 期 純 利 益 

△4,229  8,213  － 
 円  円 % 

１株当たり当期純利益 
△43.84  107.60  － 

 円  円 % 潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり当期純利益 －  105.86  － 

 
 

平成18年３月31日 
現在 

平成17年３月31日 
現在 

前年 
同期比 
増減率 

 百万円  百万円 % 
総 資 産 

567,799  498,168  14.0 
 百万円  百万円 % 

株 主 資 本 
191,285  195,285  △2.0 

(注1)発表数値は、未監査であります。 
(注2)18年３月期及び17年３月期第４四半期において、潜在株式調整後１株当たり当期純 
利益額については、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 
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1.企業集団の状況 

当社グループは、当社、国内子会社１社、海外子会社５社、持分法適用会社１社により構成されて
おります。当社は、グループ全体の統括（経理・財務、総務、法務、マーケティング、生産管理等）
並びに、ＤＲＡＭを中心とした半導体製品の開発・設計、国内顧客への直接販売、販売特約店を通じ
た国内顧客への間接販売、及び上記海外子会社への製品供給を主たる業務としております。当社の国
内子会社である広島エルピーダメモリ㈱は、ＤＲＡＭを中心とした半導体製品の生産・製造を主たる
業務としております。海外子会社５社は、米国、欧州、シンガポール、台湾、香港の各地域に存在し、
海外顧客を対象とした当社ＤＲＡＭ製品の販売を主たる業務としております。また、持分法適用会社
である㈱テラプローブは半導体製品の生産におけるウェハ検査工程を主たる業務としております。 
 

（注）（株）テラプローブ社に対する当社の議決権持分（平成 18 年３月 31 日現在）は 38.5％です。
また、同社は平成１７年１０月より営業を開始しました。 

 

 

海外販売会社

国内製造会社

        受託ファンダリ顧客

・Elpida Memory (USA) Inc.
・Elpida Memory (Europe) GmbH
・Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd.
・Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd.
・Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.

海外顧客            国内顧客

販売特約店

海外ファンダリ先
後工程外注 当社（エルピーダメモリ㈱）

広島エルピーダメモリ㈱ウェハ検査工
程外注

300mm工場 (E300)

200mm工場 (E200)

製品調達

半製品供給

製品供給

販売

販売

受託製品納入

半製品供給

製品調達

・サーバ向け及びデジタル家電/モバイル機
器向
　けDRAMを中心に生産
・メモリ製品を中心とする受託ファンダリ生産

PC向けDRAMを中心に生
産

販売

半製品供給

半製品調達

㈱テラプローブ（注）

販売
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２．経営方針 

 
会社の経営の基本方針 
 当社は、以下の３点を経営の基本として事業活動を進めてまいります。 
・お客さまに満足していただける製品・サービスをタイムリーに供給すること。 
・従業員、お客さま、株主、取引会社等から見て信頼するに足りる会社経営を行うこと。 
・従業員一人ひとりが、自由闊達な雰囲気の中で独創的なアイデアを次々と生み出し、それを活かし
ていける環境づくりを行うこと。 
 
会社の利益配分に関する基本方針 
当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の最重要課題の一つと位置づけてお

ります。ただし、当面は、研究開発と生産能力強化のための集中的な投資を行うことが、事業基盤の
充実と将来的な企業価値の増大に資するものと考えますので、利益は原則として内部留保し、配当を
行わない方針としております。 
 

投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
 現状、当社株式の流動性は確保されていると認識しており、ただちに引下げを実施することは予

定しておりません。今後につきましては、その必要性・時期について、市場動向を見ながら、引き続
き検討してまいります。 
 

会社の経営戦略と対処すべき課題 
 半導体事業は、設備投資の規模が大きくいわゆる装置産業に分類されており、さらにシリコンサ

イクルと呼ばれる景気変動等の影響によって業績が大きく変動することが業界共通の特徴です。ＤＲ
ＡＭ事業においては、特にＰＣ分野向けＤＲＡＭ製品にその傾向が強く見られます。その中にあって、
当社グループは世界ＮＯ．１のＤＲＡＭ会社を目指し、以下の３つのアクションを１サイクルとして
行うことにより、デジタル家電・モバイル機器向けといった成長性の高いＤＲＡＭ市場を開拓し、安
定的な成長と収益の拡大を目指してまいります。 
 
・アクション１：パートナーシップ構築を目指したマーケティング活動を通じて、成長分野に位置 
        する顧客のアプリケーションニーズを早期に把握・獲得すること。 
・アクション２：顧客ニーズにあった高機能・高性能製品を他社に先駆けて開発すること。 
・アクション３：各製品の特徴に即したプロダクトミックスにより生産を行い、いち早く顧客に提 

供すること。 
 
具体的な施策、対処すべき課題への取り組みは次のとおりであります。 
 
①販売・マーケティング活動の充実 
 ＤＲＡＭ製品市場は、旧来のＰＣ向け中心から、デジタル家電・モバイル機器向けといった新たな
用途へと拡大しています。ＰＣ向けＤＲＡＭ製品では価格が採用判断の大きなウェイトを占めるのに
比べ、当社がターゲットとするプレミアＤＲＡＭ（注１）では、製品の性能・信頼性等に重きが置か
れる傾向があります。このため、当社では通常の営業部門、営業技術部門に加え、サーバ、デジタル
家電・モバイル機器向け製品分野に属するマーケティング部隊を編成し、顧客製品におけるベストな
ソリューションを、顧客との共同作業を通じて提供しております。これにより顧客の初期設計段階で
の参入を実現し、顧客との長期的な協調関係の構築を図っております。また販売チャネルについても
顧客の状況に応じて、当社による直接販売と商社経由の間接販売を組み合わせることで多様なニーズ
に対応しております。 
（注1）プレミアＤＲＡＭ：サーバ向け及びデジタル家電・モバイル機器向けに使われるＤＲＡＭ製品に対する
当社での呼称。ＰＣ分野向けＤＲＡＭ製品に比べて、通常、高度の技術力が求められるため、容量あたり単価も
この付加価値分高く取引される傾向にある。 

 
②先端技術開発力の強化 
 技術革新のスピードが速いＤＲＡＭ事業において、競合他社に先駆けて顧客ニーズに対応していく
ためには、先端技術開発力で他社に対して優位性を有することが必須となります。このため当社は、
コア技術となる最先端・高性能ＤＲＡＭの研究開発に自社の研究開発リソースを集中してまいります。
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中でも微細加工技術、大容量化技術、低消費電力技術などの分野に重点を置いております。これによ
り競合他社に比して、より高性能・高機能、あるいは大容量でありながらコスト競争力の高いＤＲＡ
Ｍ製品を開発・生産してまいります。 
 また、基礎研究分野に関しては、各分野で優れた企業と協業するとともに、広島大学を始めとする
社外の団体との連携により、包括的な研究協力体制を構築しております。 
 
③生産体制の強化 
 当社では、広島エルピーダメモリ㈱が運営する300mm工場（以下、E300）と200mm工場（以下、E200）
において技術的難易度の高いプレミアＤＲＡＭ（注１）の生産を行っております。このプレミアＤＲ
ＡＭ（注１）に対して、顧客からは常に安定的な供給が求められております。現在のE300の生産能力
は既に５万４千枚／月に達しておりますが、今後も市場動向を踏まえながら継続的な投資を行い、２、
３年後には10万枚／月にまで順次拡張することを計画しております。 
 また、ＰＣ分野向け製品については、コスト競争力に秀でた複数の海外ファンダリメーカから調達
することを基本方針としております。この方針の下、当社は自社工場を含む全ウェハ処理能力におけ
る外部ファンダリ能力の比率を30～50％にすることを目安としております。自社工場の生産能力増強
に加えて、外部ファンダリからのさらなる調達拡大にも努めてまいります。 
 
目標とする経営指標 
  中長期的な経営計画の作成においては、世界ＮＯ．１のＤＲＡＭ会社に向けて、ＤＲＡＭ市場の伸
びを上回る成長性を目指すとともに、営業利益率に代表される収益性指標、ネットＤ/Ｅレシオに代表
される安全性指標といった複数の財務指標を用いて経営管理を行っております。 
  
  

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 
①当期の概要 

     当期（平成17年４月～平成18年３月）におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の拡
大に加え、個人消費も底堅さを増し、回復傾向にありました。一方、世界経済は米国や中国では景
気拡大が継続し、欧州では緩やかな回復が見られました。 
当社関連市場では、携帯電話の高機能化と市場拡大に加え、デジタルカメラやＤＶＤ機器などのデ
ジタル家電市場も拡大したことにより、当社が注力するプレミアＤＲＡＭ（注１）への需要は大きく
増加いたしました。しかしながら、ＰＣ向けおよびサーバ向けＤＲＡＭは、ＰＣ向けチップセット
の供給不足をきっかけとして、大幅な価格低下に見舞われました。 

 
このような状況のもとで当社グループは、拡大するプレミアＤＲＡＭ（注１）の需要を見据えて、
E300向けを中心に今年度約1,900億円の設備投資を行いました。この設備投資によりE300エリア２は、
昨年10月より量産を開始することができました。現在、E300のウェハ処理能力（エリア１とエリア
２の合計）は、５万４千枚／月（2006年３月）に到達し、昨年３月の３万２千枚／月（2005年３月）
から大幅に拡大しました。 
 
業績に関しましては、当期における当社グループの連結売上高は、前期比16.7%増の241,554百万
円となりました。 

     営業利益は144百万円となり、前期15,116百万円から14,972百万円減少しました。これは、主に拡
大するプレミアＤＲＡＭの需要に対応したE300エリア２の立上げに伴う費用が発生したことＰＣお
よびサーバ分野向けＤＲＡＭ市況悪化による利益率悪化によるものです。 

      経常利益は3,076百万円の損失となり、前期10,684百万円から13,760百万円減少しました。有利子
負債の増加にともない支払利息が前期比1,019百万円増加したものの、地方自治体助成金1,150百万
円の受け取りや前期に発生した新株発行費等 597百万円が無くなったこと等により営業外損益は前
期比1,212百万円改善いたしました。 

      当期純利益は、4,229百万円の損失となり、前期8,213百万円から12,442百万円減少しました。特
別利益には、固定資産売却益1,122百万円と昨年度計上した米国司法省調査関連引当金の戻入による
特別利益1,003百万円を計上しております。特別損失には、米国独占禁止法にかかる争訟解決に関連
して2,160百万円を計上しております。また保有在庫の資産内容見直しに伴うたな卸資産評価損とし
て845百万円、固定資産の除却損として734百万円を特別損失に計上しております。 
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②製品市場別の状況 
   ・対象製品市場ごとの売上高及び構成比   （単位：百万円） 

 当期（構成比） 
平成17年度通期 

前期（構成比） 
平成16年度通期 

対前年増減率 

サーバ分野 37,658 （15.6%） 43,092 （20.8%）     (12.6%)  
 デジタル家電・ 

モバイル機器分野    115,752 （47.9%）     66,216 （32.0%）      74.8% 

プレミアＤＲＡＭ（注1）小計    153,410 （63.5%） 109,308 （52.8%） 40.3% 

 

受託ファンダリ等 19,860 （ 8.2%） 20,946 （10.1%） （ 5.2%） 

プレミアビジネス（注2）小計    173,270 （71.7%） 130,254 （62.9%） 33.0% 

ＰＣ分野 68,284 （28.3%） 76,774 （37.1%） （11.1%） 

合 計    241,554（100.0%） 207,028（100.0%） 16.7% 

 

（注1）プレミアＤＲＡＭ：サーバ向け及びデジタル家電・モバイル機器向けに使われるＤＲＡＭ製品に対する
当社での呼称。ＰＣ分野向けＤＲＡＭ製品に比べて、通常、高度の技術力が求められるため、容量あたり単価も
この付加価値分高く取引される傾向にある。 
 
（注2）プレミアビジネス：プレミアＤＲＡＭと受託ファンダリビジネスを合計したものに対する当社での呼称。 

 
（サーバ分野） 

   サーバ分野向けＤＲＡＭの売上高は、前期比12.6%減の37,658百万円となりました。 
当期は、モジュール製品が前期の２５６Ｍバイト品と５１２Ｍバイト品から５１２Ｍバイト品と
１Ｇバイト品へ、より大容量なものにシフトしました。このような大容量化ニーズに対応して、
さらに大容量な４Ｇバイトのモジュール品の販売も開始しました。このような製品の大容量化に
加え、当期は生産量の増加に伴い出荷数量も大きく増加しました。しかしながらＰＣ分野向け製
品の価格下落が当分野製品に与えた影響が大きく、売上高は前期比減収となりました。今後は、
国内外大手サーバメーカからのさらなる大容量化、高速化ニーズを満たす新製品をタイムリーに
市場へ投入し、当分野での競争力を向上させていく方針です。 

 
  （デジタル家電・モバイル機器分野） 

デジタル家電・モバイル機器分野向けＤＲＡＭの売上高は、前期比74.8%増の115,752百万円と
なり、過去最高を記録しました。 
デジタル家電は、デジタルＴＶを始めとする画像処理機能をもつアプリケーションを中心にＤ
ＲＡＭ搭載容量の増加とセット機器の台数増加に支えられ売上高は大きく増加しました。また、
モバイル機器については、国内市場向けには1台あたりのＤＲＡＭ搭載容量増加が続いております。
加えて、海外市場向けでは、他の種類のメモリからＤＲＡＭへ搭載メモリを変更する流れが続い
ております。今後は、顧客へのソリューション提供能力をさらに向上させ、より良いパートナー
となることで当分野では圧倒的な地位を築いていく方針です。 
 なお当分野には、デジタルＴＶ、デジタルスチルカメラやＤＶＤレコーダー等のデジタル家電
向け、また第2.5世代及び第3世代の携帯電話向け製品が含まれます。 
 

（受託ファンダリ等） 
受託ファンダリ等の売上高は、前期比5.2%減の19,860百万円となりました。擬似ＳＲＡＭを中心
とした製造受託量が前期比で若干増加したもの、価格の下落がそれを上回ったことによるもので
す。 
今後は、顧客ベースを拡大することで当分野の成長を図る方針です。 
なお受託ファンダリ等には、主に国内半導体メーカを主要顧客とした半導体製品の受託ファン
ダリビジネス（顧客が設計した半導体製品の受託製造）が含まれます。 
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（ＰＣ分野） 
 ＰＣ分野向けＤＲＡＭの売上高は、前期比11.1%減の68,284百万円となりました。 
海外生産委託先からの調達量増加に加え、E300エリア２立上げにともない一時的に自社工場にお
いてもＰＣ分野向けの生産が増えたため、販売数量は大幅に増加しました。しかしながら、昨年
旧正月明けからＰＣ向けチップセットの供給不足をきっかけとして、当分野向けの販売価格が大
幅に低下したため、前期比減収となりました。今後は、海外生産委託先からの調達量をさらに拡
大する一方、自社工場における当分野向けの生産は抑制することで安定的な収益の獲得に努める
方針です。 
 
③設備投資 
当期の設備投資は、E300の能力増強を中心に前期比52.1%増の1,894億円となりました。  

（２）財政状態 
総資産は、前期比696億円増の5,678億円となりました。これは、現金及び預金が設備投資に関連
した支払い等により784億円減少する一方、有形固定資産がE300エリア２を中心とした新規の設備産
取得により999億円増加したこと、期末にかけて売上高が大きく増加したことにより売掛金が185億
円増加したことによるものです。有利子負債（リース債務含む）は、社債を中心に前期比418億円増
加の2,754億円となりました。株主資本は、当期純損失の計上により40億円減の1,913億円となりま
した。これにより、株主資本比率は前期比5.5ポイント悪化し、33.7%となりました。 

 
（３）当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 
 当期のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは339億円の収入で前
期比129億円の収入増となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,827億円の支出で前期比221億円の支出増となりました。
これは、主にE300エリア２への設備投資により固定資産の購入が増加したことによるものです。 
 これにより、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合
計したフリー・キャッシュフローは、1,488億円の支出で前期比92億円の支出増となりました。 
 また財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行により398億円を調達したこと等から、695
億円の収入となりました。 
 これらの結果、現金及び預金の残高は、前期比784億円減の1,114億円となりました。 
 
(４)平成19年３月期 業績の見通し 
 
 平成19年３月期のＤＲＡＭ市場については、デジタル家電・モバイル機器分野向けが昨年に引き
続き拡大を続け、当市場の成長ドライバーであると考えております。またＤＲＡＭの最大用途であ
るＰＣ分野向けについても、マイクロソフトＶＩＳＴＡの発売に向けてＰＣ１台あたりの搭載容量
が増加することから、緩やかに成長すると見ております。 

このような市場環境の下で当社は、今年度を“ＤＲＡＭ世界トップ３入り”の年と位置づけ、 
・E300のさらなる生産能力増強 
・ソリューション提供によるデジタル家電・モバイル機器分野向けＤＲＡＭのさらなる拡販 
・80nm以降の先端製品の開発加速と早期量産化 
を重要課題として掲げ、一層の業績改善を図る所存でございます。 

現在、ＰＣ向けＤＲＡＭとして主要な品種となっている５１２ＭビットのＤＤＲ２ ＳＤＲＡＭ
（５３３Ｍｈｚ）品のスポット市場価格は、DRAMeXchange社調査によると約５ドルとなっておりま
す。この製品価格は、２００５年４月初めには８ドル半ばでしたが、１２月末には４ドルを割り込
み、３月には約５ドルまで回復といったように大きく変動しております。このようなＤＲＡＭ市場
の変動を的確に予想することは極めて困難であることから、平成19年３月期の業績見通しについて
は記載しておりません。以下に、当社の業績を予想する上で重要ないくつかの項目について、予想
値を開示させていただきますのでご参照下さい。 
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【四半期・連結業績予想】 

（単位：億円） 

 
平成18年3月期 
第1四半期実績 

平成18年3月期 
第2四半期実績 

平成18年3月期 
第3四半期実績 

平成18年3月期 
第4四半期実績 

平成19年3月期 
第1四半期見込 

前四半期比ビット
成長率(%)（注3） 

     １２％ ２３％  １１％ ６３％ 10％-20％ 

前四半期比当社 
平均単価変動率(%) 

△１５％ △６％ △７％ △１７％   － 

減価償却費 １１５ １２１ １４１ １５７ 約１８０ 

販売費および 
一般管理費 

１０２ １２０ ９９ １０４ 約１３０ 

モバイル＆デジタル
家電向けDRAM売上高

比率(%) 
     ４２％ ４９％  ５４％ ４６％    約５０％ 

外部ファブ生産分
売上高比率(%)（注4） 

     １２％ １２％  １２％ ２０％    約２５％ 

 
なお、平成19年３月期第１四半期の前四半期比当社平均単価変動率(%)は、前四半期の△１７％と比較し、
緩やかな下落になると考えております。 
 
【通期・連結業績予想】 

（単位：億円） 

 
平成17年3月期 

実績 
平成18年3月期

実績 
平成19年3月期 

見込 

前年比ビット 
成長率(%)（注3） 

   １３６％ ７７％ 約１３０％ 

減価償却費 ３５９ ５３４ 約８００ 

販売費および 
一般管理費 

３５３ ４２４ 約５００ 

設備投資額 １，２４５ １，８９４ 約１，０００ 

 
（注3）前四半期比ビット成長率：当四半期における売上高ビット（メモリの記憶容量を示す単位）数量を前四
半期の実績と比較し増加率を示したもの。 
（（当四半期売上ビット数量）/（前四半期売上ビット数量））－１をパーセント表示しております。 
 
（注4）外部ファブ生産分売上高比率：E300及びE200ではなく、生産委託先で生産した製品による売上高の比率。 
（（生産委託品の売上高） /  （全社売上高））－１をパーセント表示しております。 
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(５)事業等のリスク 
 
以下において、当社の事業、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項を記載いたします。 
① 当社の経営成績は、ＤＲＡＭ産業の市況変動の周期性から悪影響を受ける可能性があります。 
② 当社の経営成績と財政状態は、ＤＲＡＭ製品の世界的な生産量増加や需要の減少により販売価格

が低下する可能性があります。 
③ 当社は、ＤＲＡＭ市場において極めて熾烈な競争を行っております。 
④ 当社は、販売、仕入、外注等において特定の取引先と密接な関係を築いております。これら取引

先との取引が大きく減少する場合は、当社の経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。 
⑤ 当社は、半導体産業における急速な技術の変化や技術水準の向上に適切に対応できない可能性が

あります。 
⑥ 当社は、ＤＲＡＭの製造設備に多額の投資を計画しております。資金調達、拡大計画の実行やこ

の投資からの収益が期待通りとなる保証はありません。 
⑦ 当社は、半導体生産工程のうち後工程の全てを外部に委託しております。 
⑧ ＤＲＡＭ製品の生産が著しく遅延または中断した場合、もしくは欠陥製品が製造された場合、当

社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
⑨ 当社は、保有する知的財産権を保持できない可能性があります。また、知的財産権の侵害を主張

される可能性があります。 
⑩ ＤＲＡＭ業界に対して行われている競争制限行為に関する調査は、当社の経営成績に悪影響を及

ぼすおそれがあります。 
⑪ 環境に関する法律及び規制は近年強化されており、今後法令上の義務が発生した場合は当社グル

ープが所有する資産価値が低下する可能や環境整備のための追加コストが発生する可能性があり
ます。 

⑫ 当社は、日本のほか、北米、アジア及び欧州において事業展開しており、現地の政情や治安の不
安定化、法令や政策の変更、また、経済状況の悪化等の事業環境に変化が発生した場合は、当社
の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑬ 当社の経営成績は、外国為替相場の変動から悪影響を受ける可能性があります。 
 
 
 

*（注意事項） 
当資料に記載の当社（連結子会社を含む）の業績見通しは将来に関する情報であり、これらの将来に関する 
情報は発表日時点において当社が判断したものであります。これらの将来に関する情報には不確実性が内在 
しており、設備拡充とそれに引き続く設備過剰、価格下落圧力および業界再編のサイクルに特徴づけられる 
ＤＲＡＭ市場の全世界における変化、競争の激しいＤＲＡＭ業界における変化、技術および設計の変化、重 
要な原材料の供給の不足、中断および価格上昇、重要な顧客の喪失または需要の減少、米ドル・ユーロ等の 
為替相場の動向、経済一般の状況、当社グループの市場、設備または調達過程を損う地震その他の自然災害、 
テロ行為、疫病、暴動その他の当社グループのコントロールの及ばない事象等の様々な要因により、将来に 
おいて生じる当社グループの実際の経営成績等とは一致しない可能性があります。 
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比 較 連 結 貸 借 対 照 表 
（単位：百万円） 

  当連結会計年度 
(平成18年３月31日現在) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日現在) 対前年比 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 111,443 189,798 △78,355 

２．受取手形及び売掛金 55,272 36,769 18,503 

３．たな卸資産 39,187 32,795 6,392 

４．未収入金 16,764 6,393 10,371 

５．その他 6,783 5,419 1,364 

貸倒引当金 △92 △31 △61 

流動資産合計 229,357 271,143 △41,786 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 313,019 213,138 99,881 

２．無形固定資産 7,702 7,787 △85 

３．投資その他の資産 17,721 6,100 11,621 

固定資産合計 338,442 227,025 111,417 

資産合計 567,799 498,168 69,631 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 41,201 27,799 13,402 

２．1年以内償還予定 
社債 

10,000 － 10,000 

３．1年以内返済予定 
    長期借入金 39,692 18,520 21,172 

４．1年以内返済予定 
リース債務 25,605 30,143 △4,538 

５．未払金 46,632 31,255 15,377 

６．その他 7,874 7,183 691 

流動負債合計 171,004 114,900 56,104 

Ⅱ 固定負債    

１．社債 110,000 80,000 30,000 

２．長期借入金 68,381 58,573 9,808 

３．リース債務 21,717 46,330 △24,613 

４．その他 5,412 3,080 2,332 

固定負債合計 205,510 187,983 17,527 

負債合計 376,514 302,883 73,631 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 87,239 87,234 5 

Ⅱ 資本剰余金 98,339 98,334 5 

Ⅲ 利益剰余金 5,523 9,752 △4,229 

Ⅳ 株式等評価差額金 △195 2 △197 

Ⅴ 為替換算調整勘定 380 △37 417 

Ⅵ 自己株式 △1 △0 △1 

資本合計 191,285 195,285 △4,000 

負債及び資本合計  567,799 498,168 69,631 
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比 較 連 結 損 益 計 算 書 

（単位：百万円） 

 
当連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

対前年比 

区分  
百分比 
（％）  

百分比 
（％） 増減 

Ⅰ 売上高 241,554 100.0 207,028 100.0 34,526 

Ⅱ 売上原価   198,964 82.4 156,620 75.7 42,344 

売上総利益 42,590 17.6 50,408 24.3 △7,818 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 42,446 17.5 35,292 17.0 7,154 

営業利益 144 0.1 15,116 7.3 △14,972 

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 279  115  164 

２．受取配当金 247  －  247 

３．持分法による投資利益 20  －  20 

４．地方自治体助成金 1,150  145  1,005 

５．その他 347  209  138 

      

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 4,098  3,079  1,019 

２．為替差損 145  504  △359 

３．新株発行費等 0  597  △597 

４．社債発行費 177  313  △136 

５．その他 843  408  435 

経常利益（△損失） △3,076 △1.3 10,684 5.2 △13,760 

Ⅵ 特別利益 2,125 0.9 209 0.1 1,916 

Ⅶ 特別損失 3,756 1.5 1,947 0.9 1,809 

税金等調整前当期 
純利益（△損失） 

△4,707 △1.9 8,946 4.4 △13,653 

法人税等 △478 △0.1 733 0.4 △1,211 

当期純利益（△損失） △4,229 △1.8 8,213 4.0 △12,442 

      

（注）法人税等は、法人税、住民税、事業税及び法人税等調整額で構成されております。 
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比較連結剰余金計算書 
 

    （単位：百万円） 

 
当連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

   

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 98,334 62,268 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株の発行 5 65,292 

Ⅲ 資本剰余金減少高   

資本準備金取崩 － 29,226 

Ⅳ 資本剰余金期末残高 98,339 98,334 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 9,752 △27,686 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

資本準備金取崩 － 29,226 

当期純利益 － 8,213 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

当期純損失 4,229 － 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 5,523 9,752 
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比較連結キャッシュ・フロー計算書 
       （単位：百万円） 

 
当連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

対前年比 
増（減） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益（△損失） △4,707 8,946 △13,653 

減価償却費及びその他の償却費 53,368 35,944 17,424 

貸倒引当金の増加額（△は減少額） 56 △2 58 

受取利息及び受取配当金 △526 △115 △411 

支払利息 4,098 3,079 1,019 

持分法による投資利益 △20 － △20 

有形固定資産売却益 △1,122 △2 △1,120 

有形固定資産除売却損 751 32 719 

売上債権の増加額 △16,830 △10,558 △6,272 

たな卸資産の増加額 △6,211 △8,334 2,123 

未収入金の増加額 △10,294 △2,532 △7,762 

仕入債務の増加額 13,312 3,208 10,104 

未払金の増加額 5,467 687 4,780 

その他 512 △5,381 5,893 

小計 37,854 24,972 12,882 

利息及び配当金の受取額 361 115 246 

利息の支払額 △3,894 △3,004 △890 

法人税等の支払額 △456 △1,096 640 

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,865 20,987 12,878 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △3,702 △2,049 △1,653 

有形固定資産の取得による支出 △175,505 △152,114 △23,391 

有形固定資産の売却による収入 707 195 512 

無形固定資産の取得による支出 △3,221 △3,138 △83 

リース債権の回収による収入 1,045 － 1,045 

長期前払費用の増加による支出 △1,993 △3,328 1,335 

その他 16 △130 146 

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,653 △160,564 △22,089 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減額 － △5,705 5,705 

長期借入金による収入 50,000 41,000 9,000 

長期借入金の返済による支出 △19,020 △6,307 △12,713 

株式の発行による収入 10 105,305 △105,295 

社債の発行による収入 39,823 69,688 △29,865 
セール・アンド・リースバック取引による
収入 28,836 40,667 △11,831 

リース債務の返済による支出 △30,198 △26,013 △4,185 

自己株式の取得による支出 △1 △0 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,450 218,635 △149,185 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 983 185 798 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △78,355 79,243 △157,598 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 189,798 110,555 79,243 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 111,443 189,798 △78,355 

    

 
フリーキャッシュ・フロー(Ⅰ+Ⅱ) △148,788 △139,577 △9,211 
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 
  すべての子会社を連結しております。 
  連結子会社の数 ６社 
  連結子会社の名称 
   広島エルピーダメモリ（株） 
   Elpida Memory (USA) Inc. 
      Elpida Memory (Europe) GmbH 
      Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 
      Elpida Memory (Hong Kong) Co., Ltd. 
      Elpida Memory (Singapore) Pte. Ltd. 
 
２．持分法の適用に関する事項 
持分法を適用した関連会社の数 １社 
会社の名称 
（株）テラプローブ 
平成 17 年 8 月に他社と合弁で（株）テラプローブを設立しており、当連結会計期間より持分法を適用して
おります。 

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 
 
４．会計処理基準に関する事項 

１）有価証券の評価基準及び評価方法 
  その他の有価証券 
  時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 
          （評価差額は全部資本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）デリバティブ  ：時価法 

 
３）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品 ：先入先出法による低価法 
半製品 ：先入先出法による低価法 
原材料 ：先入先出法による低価法 
仕掛品 
親会社          ：先入先出法による低価法 
子会社          ：総平均法による低価法 

貯蔵品                     
親会社          ：個別法による原価法 
子会社          ：最終仕入原価法による原価法  

 
４）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産               ：定額法 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物及び構築物            2年～60年 

         機械装置及び運搬具        2年～15年 
工具、器具及び備品        2年～23年 

       一定の条件に合致するリース資産は、固定資産として計上し、リース期間にわたって定額法により
償却しております。 

 
無形固定資産               ：定額法 
営業権について、当社は５年均等償却、在外連結子会社等は15年均等償却をしております。 
なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっ
ております。 
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５）繰延資産の処理方法 
  新株発行費等            ：支出時に全額費用として処理しております。 
  社債発行費             ：支出時に全額費用として処理しております。 
 

６）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検討し、回収不能見込額を計上しております。 
 

７）賞与引当金 
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 
 

８）たな卸資産評価引当金 
生産委託先の所有するたな卸資産の購入に伴い当社が負担すると見込まれるたな卸資産に係る期末日
現在の評価損失を引当計上しております。 
 

９）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）により

定額償却しております。 
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15 年）に

より発生翌年度より定額償却しております。 
 

10）役員退職慰労引当金 
      役員退職慰労金の支給に備えて内規に基づく期末要支給額を計上しております。 
 

11）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 
      外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 
      なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均為替相場により円貨に換算し、連結子会社の換算差額は資本の部における為替換算調整勘定
に含めております。 

 
12）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 

13）ヘッジ会計の方法 
（１）ヘッジ会計の方法  

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては
特例処理を採用しております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段  金利スワップ 
ヘッジ対象  借入金、社債 

（３）ヘッジ方針 
    借入金及び社債に係る将来の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。 
（４）ヘッジ有効性の評価 

  ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 
ただし、特例処理については、有効性の評価を省略しております。 

 
14）消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 
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５．連結子会社等の資産及び負債の評価に関する事項 
    部分時価評価法によっております。 
 
６．連結調整勘定の償却に関する事項 
    連結調整勘定については５年間の均等償却を行っております。 
 
７．連結キャッシュ・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的な投資からなっております。 

 
 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 固定資産の減損に係る会計基準 
当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 
 

 
追加情報 
一部の連結子会社の機械装置について、現行適用している耐用年数が当該資産の利用実態から大きく乖離して

いるため、当連結会計年度において耐用年数を変更しました。この変更により、従来の方法によった場合に比べ
て、当連結会計年度の減価償却費は878百万円減少し、営業利益は695百万円増加し、経常損失及び税金等調整前
当期純損失は同額減少しています。 

 
 
 
（リース取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
 
（デリバティブ取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
 
（退職給付関係） 
記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。 
 
 
（税効果会計関係） 
記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。 
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（有価証券関係） 
 
（１）その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日現在) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日現在) 

 

 
 

取得原価 
 

（百万円） 

連結決算日 
における 
連結貸借 
対照表計上額 
（百万円） 

 
 

差額 
 

（百万円） 

 
 

取得原価 
 

（百万円） 

連結決算日 
における 
連結貸借 
対照表計上額 
（百万円） 

 
 

差額 
 

（百万円） 
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

      

株 式 － － － 2,049 2,052 3 
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

      

株 式 2,213 2,018 △195 － － － 
 
 
（２）当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 
2 － 0 

 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 
当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）における当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントである

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

欧州 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または 
全    社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益 
 
売上高 

       

(1)外部顧客に対する売上高 124,092 49,841 11,394 56,227 241,554 － 241,554 

(2)セグメント間の内部売上
高または振替高 107,782 52 29 261 108,124 (108,124) － 

計 231,874 49,893 11,423 56,488 349,678 (108,124) 241,554 

営業費用 232,948 49,294 11,060 56,264 349,566 (108,156) 241,410 

営業利益（△損失） △1,074 599 363 224 112 32 144 

Ⅱ．資産 562,026 21,876 5,337 14,639 603,878 (36,079) 567,799 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ 

     (3) 北米： アメリカ 

 

 



 

 18

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）  

 日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

欧州 
（百万円） 

北米 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または 
全    社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益 
 
売上高 

       

(1)外部顧客に対する売上高 85,312 41,854 13,876 65,986 207,028 － 207,028 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 111,850 869 92 266 113,077 (113,077) － 

計 197,162 42,723 13,968 66,252 320,105 (113,077) 207,028 

営業費用 185,696 41,857 13,469 63,919 304,941 (113,029) 191,912 

営業利益 11,466 866 499 2,333 15,164 (48) 15,116 

Ⅱ．資産 494,250 11,130 4,409 14,505 524,294 (26,126) 498,168 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア：香港、シンガポール、台湾 

  (2) 欧州： ドイツ 

(3) 北米： アメリカ 

 

 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 56,227 49,841 11,394 117,462 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    241,554 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 23.3 20.6 4.7 48.6 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域   

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 65,986 42,473 13,876 122,335 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    207,028 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 31.9 20.5 6.7 59.1 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  北米……アメリカ 

  アジア…台湾、シンガポール、香港 

  欧州 …･ヨーロッパ全域   

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額          1,982.89円 １株当たり純資産額           2,024.43円 

１株当たり当期純損失金額        43.84円 
 
１株当たり当期純利益金額           107.60円 
            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、新株予約権の残高はありますが、１株当たり
当期純損失が計上されているため記載しており
ません。 
 
 
 
 
 
 
 

潜在株式調整後１株当たり           105.86円 
当期純利益金額 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）１株当たり当期純利益（△損失）の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益(△損失)   

当期純利益（△損失）（百万円） △4,229 8,213 

普通株主に帰属しない金額（百万円） — — 

普通株式にかかる当期純利益（△損失）（百万円） △4,229 8,213 

期中平均株式数（千株） 96,465 76,325 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

普通株式増加数（千株） — 1,260 
 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

新株予約権２種類（新株
予約権の数 39,212個） — 
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補足資料（未監査） 
 
１．要約四半期連結損益計算書 

                             （単位：百万円） 

 第１四半期(３ヶ月) 
自 平成17年 ４月１日 
至 平成17年 ６月30日 

第２四半期(３ヶ月) 
自 平成17年 ７月１日 
至 平成17年 ９月30日 

第３四半期(３ヶ月) 
自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日 

第４四半期(３ヶ月) 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日 

区分  百分比 
（％） 

 百分比 
（％）  百分比 

（％）  百分比 
（％） 

売上高 48,036 100.0 57,467 100.0 59,021 100.0 77,030 100.0 

売上総利益 7,549 15.7 9,438 16.4 10,586 17.9 15,017 19.5 

販売費及び 
一般管理費 

10,153 21.1 11,951 20.8 9,941 16.8 10,401 13.5 

営業利益 △2,604 △5.4 △2,513 △4.4 645 1.1 4,616 6.0 

税金等調整前 
四半期純利益 

△3,356 △7.0 △3,684 △6.4 372 0.6 1,961 2.5 

四半期純利益 △3,304 △6.9 △3,038 △5.3 163 0.3 1,950 2.5 

 
２．経営指標 
 
 第１四半期 

(平成17年６月30日現在) 
第２四半期 

(平成17年９月30日現在) 
第３四半期 

(平成17年12月31日現在) 
第４四半期 

(平成18年３月31日現在) 

現金及び預金 1,567億円 1,215億円 1,485億円 1,114億円 

売上債権滞留日数 68日 66日 65日 65日 

たな卸資産保有日数 79日 62日 73日 57日 

有利子負債残高 2,232億円 2,109億円 2,404億円 2,754億円 

ネット Ｄ/Ｅ レシオ 0.35倍 0.47倍 0.48倍 0.86倍 

自己資本比率 39.8% 37.3% 32.7% 33.7% 

 

 
第１四半期(３ヶ月) 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 

第２四半期(３ヶ月) 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年９月30日 

第３四半期(３ヶ月) 
自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日 

第４四半期(３ヶ月) 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年３月31日 

当期(12ヶ月) 
自 平成 17年 ４月１日 
至 平成 18年３月31日 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 82億円 67億円 177億円 13億円 339億円 

ＲＯＡ (2.7%) (2.5%) 0.1% 1.4% (0.8%) 

ＲＯＥ (6.8%) (6.4%) 0.3% 4.1% (2.2%) 

売上債権滞留日数：期末売上債権残高 ÷ 月平均売上高 × 30日 
棚卸資産保有日数：期末棚卸資産残高 ÷ 月平均売上原価 × 30日 
有利子負債残高：社債 + 長・短借入金 + 長・短リース債務 
ネット Ｄ/Ｅ レシオ：（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）÷ 株主資本 
四半期ＲＯＡ（ＲＯＥ）：各四半期純損益 × ４ ÷ 各四半期の平均総資産（平均株主資本） 
通期ＲＯＡ（ＲＯＥ） ：通期純損益 ÷ 平均総資産（平均株主資本） 
 
 


