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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 9,038 ― 1,056 ― 992 ― 602 ―
20年3月期第1四半期 7,832 27.9 904 2.7 909 3.6 535 3.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 1,430.07 1,424.58
20年3月期第1四半期 1,274.61 1,266.00

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

21年3月期第1四半期 29,070 18,826 64.8 44,651.98
20年3月期 29,221 18,562 63.5 44,178.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,826百万円 20年3月期  18,562百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）20年3月期期末配当金の内訳は、普通配当2,000円、創立25周年記念配当500円であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 19,000 11.6 2,150 13.9 2,130 10.0 1,350 15.2 3,201.97
通期 44,500 21.1 6,500 17.3 6,450 15.6 3,950 12.8 9,368.71

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料の発表日現在における仮定を前提としてい
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ
きましては、添付資料の５ページを参照してください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  421,616株 20年3月期  420,156株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  420,670株 20年3月期第1四半期  419,683株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、高騰する原油や原材料、米国発の世界的

景気減速及び長期化するドル安など、急速に厳しいものとなりました。

　日本国内においては、設備投資の減速、物価の上昇などによる個人消費増加の一服など、景気回復の遅れがみられ

ています。米国では、住宅市場の調整と金融収縮が急速に進む中、先行き不透明感が拡大し、設備投資の減速や個人

消費の減衰につながりました。欧州では、ドイツの景気は底堅いものがありましたが、全体としては米国市場減速の

影響を受けて景気減速感が出始めてきました。アジア・オセアニア地域では、景気動向は引き続き底堅いものの、中

国四川省地震の影響なども受けて、成長ペースの鈍化が見られました。

　このような事業環境のもと、当社グループの業績は順調に推移し、全主要地域において拡大いたしました。技術開

発としては、前連結会計年度に買収したTouchKO社の静電タッチ技術に当社が長年培ってきたデジタル情報処理用IC開

発の技術を組み合わせて改良を続けた結果、タブレットPCに組み込める高精度な省電タイプの静電タッチ技術を開発

しました。同開発により、今後ユーザーインターフェース分野でビジネスを拡大するための礎を築くことができまし

た。内部統制推進としては、４月から金融商品取引法（J-SOX）への全社的な対応を開始し、一昨年来からの準備もあ

り、ほぼ順調な滑り出しが出来ました。また、当社の知的財産保護強化のため中国Hanwang社に対し米国・中国におい

て特許侵害訴訟を進めてまいりましたが、４月９日に包括的な和解が成立し、中国市場においても引き続き拡大浸透

に専念できることとなりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は売上高が9,037,972千円（前年同期比15.4％増）となり、営業利

益は1,056,176千円（同16.9％増）、経常利益は992,087千円（同9.2％増）、当期純利益は601,587千円（同12.5％増）

となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　電子機器事業

　電子機器事業の主要製品であるタブレット製品については、当第１四半期連結会計期間を通じて全体ではおおよ

そ順調に売上げを拡大いたしました。プロフェッショナルグラフィックス・タブレットに関しては、主要販売市場

である北米地域で、ドル安や企業設備投資の減速感、流通在庫調整などに加えて液晶一体型タブレットへの移行が

進んだこともあり、全体として売上げは減少いたしました。一方コンシューマグラフィックス・タブレットに関し

ては、世界的な景気後退の影響を受けながらも、昨年発売した「Bamboo（バンブー）」ブランドの製品群が順調に

売上げを伸ばすことができました。また、液晶一体型タブレットに関しては、新製品の効果もあり、売上げを大幅

に伸ばすことが出来ました。特に、昨年11月に発売した新製品「Cintiq（シンティック）12WX」が、コンパクトサ

イズの高性能な液晶一体型タブレットとして、新たなユーザーを確保するとともに、医療や教育向けの汎用液晶一

体型タブレットも市場浸透を続けました。

　タブレットPC向け製品を主力とするコンポーネント分野においては、コンシューマ向けタブレットPCのビジネス

が大きく拡大する一方、従来の企業向けタブレットPCのビジネスも堅調に推移したことから、全体として売上げは

好調に推移いたしました。

　この結果、売上高は8,847,890千円（前年同期比16.1％増）、営業利益は1,598,913千円（同9.2％増）となりまし

た。

②　ECS事業

　ECS事業においては、電気設計用CADシステム「ECAD/dio（イーキャド・ディオ）Ver8.0」の既存ユーザーへの販

売とともに他社システムからECAD/dioへの置き換えに注力し、東京を始めとした各地の展示会への出展も積極的に

行いました。

　また、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力をもとに、既存ユーザーに対してソリューション

提案を行いました。しかし、景気の先行きに慎重なユーザーが多く、商談期間の長期化が顕著になってきておりま

す。

　この結果、売上高は190,082千円（前年同期比11.4％減）、営業利益は4,200千円（同84.0％減）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

　電子機器事業においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレットの「Intuos（インテュオス）」シリー

ズは、大手量販店を中心とした店頭での訴求展開やターゲットを絞った広告展開が効果を上げ、順調に売上げを伸

ばすことができました。コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、新しいコンシューマブランド

「Bamboo（バンブー）」シリーズが非常に好評を博しており、ブランド刷新による広告及び店頭での訴求効果もあっ

て、大幅に売上げを伸ばすことができました。液晶一体型タブレットについては、「Cintiq（シンティック）」シ
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リーズの販売を中心として、順調に売上げを伸ばすことができました。

　コンポーネント分野に関しては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。

　また、ECS事業においても、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。

　この結果、売上高は3,495,692千円（前年同期比23.4％増）、営業利益は1,438,621千円（同15.6％増）となりま

した。

②　米国

　米国市場においては、景気減速と為替の変動による影響を大きく受けることになりました。昨年まで順調に販売

を拡大してまいりましたプロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリーズも、

流通パートナー各社の在庫調整や液晶一体型タブレットへの移行の加速などにより、販売が大幅に減少いたしまし

た。コンシューマグラフィックス・タブレット「Bamboo（バンブー）」シリーズに関しては、順調に推移しており

ますが、若干増にとどまりました。液晶一体型タブレットについては、プロフェッショナルグラフィックス・タブ

レット製品からの移行や、新製品「Cintiq（シンティック）12WX」によるユーザー拡大により、「Cintiq」シリー

ズを中心として、売上げが大幅に増加いたしました。

　この結果、売上高は2,759,713千円（前年同期比5.0％増）、営業利益は223,813千円（同76.7％増）となりました。

③　欧州

　欧州市場においては、グラフィックス市場の拡大を受け、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット

「Intuos（インテュオス）」シリーズが順調に販売を伸ばすことができました。また、コンシューマグラフィック

ス・タブレット「Bamboo（バンブー）」シリーズに関しても、販売は堅調に推移いたしました。液晶一体型タブレッ

トについては、新製品「Cintiq（シンティック）12WX」の上乗せにより、「Cintiq」シリーズを中心として、売上

げが大幅に増加いたしました。

　この結果、売上高は1,806,339千円（前年同期比24.4％増）、営業損失は3,903千円（前年同期は営業損失42,698

千円）となりました。

④　アジア・オセアニア

　アジア・オセアニア市場においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオ

ス）」シリーズに関しては、韓国、台湾などの景気減速の影響を受け、売上げは前年同期に及びませんでした。コ

ンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、昨年発売した「Bamboo（バンブー）」シリーズが、順調に売

上げを伸ばすことができました。液晶一体型タブレットについても、「Cintiq（シンティック）」シリーズの販売

を中心に、好調に売上げを伸ばすことができました。

　地域的には、景気減速の影響により韓国、台湾の販売が苦戦しましたが、成長市場であるインド、アセアン地域

は大幅に売上げを伸ばすことができました。中国市場は四川大地震の影響により、プロフェッショナル向け製品の

販売拡大がやや鈍化しましたが、コンシューマ向け製品の売上げは大幅に増加しており、全体では順調に売上げを

拡大しております。

　この結果、売上高は976,228千円（前年同期比6.1％増）、営業利益は83,352千円（同28.7％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末と比べ151,716千円減少し、29,069,614千

円となりました。流動資産は、497,497千円減少し、23,810,536千円となりました。これは主に、受取手形及び売掛

金が561,319千円、たな卸資産が310,014千円増加しましたが、法人税の支払等により現金及び預金が1,516,899千円

減少したことによるものです。固定資産は、345,781千円増加し、5,259,078千円となりました。これは主に、設備

投資により有形固定資産が320,983千円増加したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ415,962千円減少し、10,243,626千円となりました。流動負債は、470,158

千円減少し、9,241,131千円となりました。これは主に、未払法人税等が685,753千円減少したことによるものです。

固定負債は、54,196千円増加し、1,002,495千円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が35,725千円増加

したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ264,246千円増加し、18,825,988千円となりました。これは四半期純利

益は順調であったものの、株主への配当金支払により利益剰余金が478,146千円減少しましたが、一方でレート変動

の影響により為替換算調整勘定が518,800千円増加したことによるものです。

②　キャッシュ・フローの状況

  当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末と比べ、1,517,020千円減少（前年同期は1,132,053千円減少）し、当第１四半期連結会計期間末では、12,060,174

千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果使用した資金は668,998千円（前年同期は162,226千円の使用）となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益1,002,988千円、売上債権の増加額604,198千円及び法人税等の支払額1,114,620千円等による

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、434,307千円（前年同期は685,830千円の使用）となりました。これは主に、固

定資産の取得による支出381,806千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、687,285千円（前年同期は517,472千円の使用）となりました。これは主に、配

当金の支払額909,098千円等によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期の業績は、第１四半期が終わった段階で堅調に推移しておりますが、原油や原材料の高騰や米国発の世界的景

気減速が本格化していく中、米国プロフェッショナルグラフィックス市場を中心に成長率が鈍化していくことが想定

されます。しかし、一方ではブランド刷新による訴求効果の向上によりコンシューマグラフィックス・タブレットが

堅調な推移を示しており、また、液晶一体型タブレットの用途拡大による高い成長も期待されます。

　従いまして、現段階では平成20年４月30日に公表しました通期連結業績予想に変更はございません。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理　

  該当事項はありません。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

３．当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、これに

よる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,561,336 8,078,235

受取手形及び売掛金 5,099,278 4,537,959

有価証券 5,500,000 5,500,000

製品 2,513,911 2,349,469

原材料 845,816 847,171

仕掛品 323,970 177,043

その他 2,993,288 2,849,250

貸倒引当金 △27,063 △31,094

流動資産合計 23,810,536 24,308,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,552,396 1,552,601

その他（純額） 2,272,033 1,950,845

有形固定資産合計 3,824,429 3,503,446

無形固定資産   

のれん 168,548 180,021

その他 543,633 563,954

無形固定資産合計 712,181 743,975

投資その他の資産   

その他 724,783 668,099

貸倒引当金 △2,315 △2,223

投資その他の資産合計 722,468 665,876

固定資産合計 5,259,078 4,913,297

資産合計 29,069,614 29,221,330

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,987,930 5,717,425

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 477,489 1,163,242

賞与引当金 204,048 475,189

役員賞与引当金 30,601 23,695

その他 1,941,063 1,731,738

流動負債合計 9,241,131 9,711,289

固定負債   

退職給付引当金 390,578 370,605

役員退職慰労引当金 415,068 379,343

その他 196,849 198,351

固定負債合計 1,002,495 948,299

負債合計 10,243,626 10,659,588
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,194,639 4,082,842

資本剰余金 4,036,053 3,924,258

利益剰余金 10,375,778 10,853,924

株主資本合計 18,606,470 18,861,024

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 219,518 △299,282

評価・換算差額等合計 219,518 △299,282

純資産合計 18,825,988 18,561,742

負債純資産合計 29,069,614 29,221,330
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,037,972

売上原価 4,788,129

売上総利益 4,249,843

販売費及び一般管理費 3,193,667

営業利益 1,056,176

営業外収益  

受取利息及び配当金 21,857

その他 5,588

営業外収益合計 27,445

営業外費用  

支払利息 2,843

為替差損 84,130

その他 4,561

営業外費用合計 91,534

経常利益 992,087

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,684

特別利益合計 11,684

特別損失  

固定資産除却損 783

特別損失合計 783

税金等調整前四半期純利益 1,002,988

法人税等 401,401

四半期純利益 601,587
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,002,988

減価償却費 141,891

引当金の増減額（△は減少） △230,124

受取利息及び受取配当金 △21,857

支払利息 2,843

売上債権の増減額（△は増加） △604,198

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,029

仕入債務の増減額（△は減少） 126,112

その他 136,223

小計 437,849

利息及び配当金の受取額 10,621

利息の支払額 △2,848

法人税等の支払額 △1,114,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △668,998

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △381,806

その他 △52,501

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,307

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 221,813

配当金の支払額 △909,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △687,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 273,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,517,020

現金及び現金同等物の期首残高 13,577,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,060,174
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    当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
電子機器事業
（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 8,847,890 190,082 9,037,972 － 9,037,972

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 8,847,890 190,082 9,037,972 － 9,037,972

営業利益 1,598,913 4,200 1,603,113 (546,937) 1,056,176

（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び管理上の事業区分を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子機器事業
プロフェッショナルグラフィックス・タブレット、コンシューマグラフィックス・

タブレット、液晶一体型タブレット、コンポーネント 他

ＥＣＳ事業 ECADシリーズ、ENOVIA SmarTeam 他

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。な

お、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）

アジア・　
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
3,495,692 2,759,713 1,806,339 976,228 9,037,972 － 9,037,972

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,807,604 54,232 － 7,623 3,869,459 (3,869,459) －

計 7,303,296 2,813,945 1,806,339 983,851 12,907,431 (3,869,459) 9,037,972

営業利益（△は営業損失） 1,438,621 223,813 △3,903 83,352 1,741,883 (685,707) 1,056,176

（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、米国以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 欧州………………………ドイツ、英国

アジア・オセアニア……中国、韓国、オーストラリア、香港、シンガポール

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。な

お、これによる損益に与える影響は軽微であります。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,744,073 1,756,403 2,494,869 115,337 7,110,682

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 9,037,972

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
30.4 19.4 27.6 1.3 78.7

　（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．各区分に属する地域の内容は次のとおりであります。

北米…………………………米国、カナダ

欧州…………………………英国、ドイツ、フランス、オランダ他

アジア・オセアニア………韓国、台湾、オーストラリア、中国他

その他………………………中東、南米、アフリカ等

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。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 7,832,458

Ⅱ　売上原価 3,852,044

売上総利益 3,980,414

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,076,829

営業利益 903,585

Ⅳ　営業外収益 43,936

Ⅴ　営業外費用 38,784

経常利益 908,737

Ⅵ　特別利益 901

Ⅶ　特別損失 3,450

税金等調整前四半期純利益 906,188

税金費用 371,256

四半期純利益 534,932

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 906,188

減価償却費 111,490

引当金の減少額 △157,862

受取利息及び受取配当金　 △34,798

支払利息　 2,907

売上債権等の増加額　　　　　 △557,921

たな卸資産の増加額 △66,323

仕入債務の増加額　　　　 412,915

その他 256,465

小計 873,061

利息及び配当金の受取額　 34,798

利息の支払額　 △2,977

法人税等の支払額　 △1,067,108

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,226

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出　 △302,620

子会社株式の取得による支出　 △372,100

その他　 △11,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △685,830

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出　 △17,500

株式の発行による収入　 40,823

株主への配当金の支払額　 △540,795

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,472

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 233,475

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,132,053

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,707,153

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 11,575,100
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１～６月30日）

 
電子機器事業
（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,617,937 214,521 7,832,458 － 7,832,458

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 7,617,937 214,521 7,832,458 － 7,832,458

営業利益 1,463,743 26,221 1,489,964 (586,379) 903,585

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１～６月30日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
欧州

（千円）

アジア・　
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
2,832,303 2,627,952 1,452,508 919,695 7,832,458 － 7,832,458

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,237,928 36,528 － 3,317 3,277,773 (3,277,773) －

計 6,070,231 2,664,480 1,452,508 923,012 11,110,231 (3,277,773) 7,832,458

営業利益（△は営業損失） 1,244,473 126,682 △42,698 116,919 1,445,376 (541,791) 903,585
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