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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 109,221 ― △15,622 ― △15,406 ― △13,769 ―
20年3月期第1四半期 109,482 18.9 3,743 △59.0 3,736 △49.3 14,554 120.3

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 △106.08 ―
20年3月期第1四半期 112.38 111.19

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 764,985 341,127 44.6 2,626.62
20年3月期 754,379 347,875 46.1 2,679.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  340,949百万円 20年3月期  347,727百万円

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   

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は業績予想を開示しておりませ
ん。第２四半期連結累計期間及び通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。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ページ「【定性的情報・財務諸表等】 3. 平成21年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さい。  

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）  有  

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

(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  無  

(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、4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） 

※本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 広島エルピーダメモリ株式会社 ）

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  129,806,200株 20年3月期  129,770,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  960株 20年3月期  840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  129,791,689株 20年3月期第1四半期  129,490,167株

エルピーダメモリ株式会社



 

【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 

(1) 当第１四半期（平成20年４月１日～６月30日）の状況 

   （単位：億円）

 平成21年３月期

第１四半期 

平成20年３月期

第４四半期 

前四半期比 

増 減（％）

平成20年３月期 

第１四半期 

前年同期比 

増 減（％）

プレミアＤＲＡＭ 458 444 +3.1 606 -24.4 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 634 460 +38.0 489 +29.7 

売上高 1,092 904 +20.8 1,095 -0.2 

売上総利益（△損失） △10 △91 - 175 - 

営業利益（△損失） △156 △259 - 37 - 

経常利益（△損失） △154 △307 - 37 - 

四半期純利益（△損失） △138 △292 - 146 - 

※コンピューティングＤＲＡＭの売上高はサーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭ製品の売上高から構成されており、プレミアＤＲＡＭの売上

高はデジタル家電・モバイル機器向けＤＲＡＭ製品及びその他の売上高から構成されております。 

 

当四半期（平成20年４月１日～６月30日）は、米国におけるサブプライムローン問題の長期化、原油

や原材料の価格高騰によるインフレ懸念などを背景に、ユーロ圏を除く先進国を中心とした景況感は悪

化しました。一方、ユーロ圏や新興国における経済は底堅く、ＤＲＡＭの 大用途であるＰＣの出荷台

数は前年同期比で10％強伸張しました。また、オリンピック特需はなかったものの、液晶テレビを中心

に好調な出荷の動きを見せました。これによりＤＲＡＭ需要は堅調に推移し、ＤＲＡＭ市況の改善も手

伝って当社グループの業績も回復傾向となりました。 

ＤＲＡＭ価格の動向を概観してみますと、ＰＣ向けＤＲＡＭ製品の主流である１ＧビットＤＤＲ２型

ＳＤＲＡＭの大口販売価格は上昇に転じ、同製品の当四半期における平均スポット価格も前四半期比

４％(1)上昇しました。特に１Ｇビット品で構成されるノートＰＣ向けＤＲＡＭモジュール製品の需要が、

価格上昇の牽引役になったと推察されます。 

当社グループの生産状況については、ＤＲＡＭ生産合弁会社であるRexchip Electronics Corporation

（以下、「Rexchip社」）及び国内の主力生産拠点である広島工場の生産能力増強と生産性向上に努めま

した。これにより当社グループの製品供給能力が高まり、前四半期比出荷ビット成長率は、４月発表の

予想値（15-20％）を上回る26％となりました。当社の平均販売単価は、ＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格が

上昇したものの、プレミアＤＲＡＭより単価の低い同製品の売上比率が上昇したことなどにより、前四

半期比３％減となりました。 

これらの結果、当四半期における売上高は、前四半期比21％増の1,092億円となりました。売上総損失

は10億円（前四半期比80億円改善）、営業損失は156億円（前四半期比103億円改善）となりました。こ

の主な改善要因は、ＰＣ向けＤＲＡＭ製品の販売価格が上昇するとともに、Rexchip社及び広島工場での

生産性が一層向上しコスト低減が進んだことです。また、営業外収益として為替差益を計上したことな

どにより、経常損失は154億円（前四半期比153億円改善）となりました。なお、Rexchip社のコスト低減

が進んだこと等から、持分法による投資利益を計上しております。四半期純損失は、特別損失として投

資有価証券評価損を14億円計上したことと、法人税等調整額を34億円計上したことなどにより、138億円

（前四半期比155億円改善）となりました。 

 

□ プレミアＤＲＡＭ 

世界経済が減速傾向にある中、デジタル家電製品の市況は堅調に推移しましたが、セット価格が下落

していることにより、一部ＤＲＡＭ製品への価格圧力が強まりました。また、携帯電話向けＤＲＡＭの

需要は、前四半期に引き続き軟調でした。このような事業環境のもと、プレミアＤＲＡＭの売上高は伸

び悩み、458億円（前四半期比３％増）となりました。当社は、プレミアＤＲＡＭのさらなる性能向上

とコスト低減を図るため、当該製品を生産するラインの70ナノへの切り替えを進めております。 

 

                              
(1) 出展：DRAMeXchange 
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□ コンピューティングＤＲＡＭ 

コンピューティングＤＲＡＭビジネスでは、Rexchip社から当社への供給数量が増加したことで、

ノートＰＣ向けＤＲＡＭモジュール製品を中心とする需要増を取り込むことができました。また、

ＤＲＡＭの主流製品である１Ｇビット品の大口価格が上昇したことも手伝い、当四半期におけるコン

ピューティングＤＲＡＭの売上高は634億円（前四半期比38％増）となりました。なお、当ビジネスの

売上高に占める１Ｇビット品の比率は約80％となりました。生産面については、広島工場とRexchip社

で65ナノへの転換を進めており、歩留まりも順調に改善してきています。 

 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

総資産は、減価償却が進み有形固定資産が減少したものの、売上高の増加に伴い売掛金が増加したこ

とにより、前期末比106億円増の7,650億円となりました。有利子負債残高は、前期末比283億円増の3,173

億円となりました。これは主に、セール･アンド･リースバック取引の実施により、リース債務が増加し

たことによるものです。純資産は、前期末比67億円減の3,411億円となりました。この主な要因は、四

半期純損失の計上により利益剰余金が減少したこと、並びに為替換算調整勘定が減少したことです。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは160億円の支出となりました。この主な要因は、税

金等調整前四半期純損失の計上と売上債権の増加です。投資活動によるキャッシュ・フローは、昨年売

却した200mmウェハ対応装置の対価の一部を受け取ったものの、購入した一部の製造装置等に対する支

払いを行ったことにより、139億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、セール・

アンド・リースバック取引を行ったことなどにより、283億円の収入となりました。 

この結果、当四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前期末比６億円減の963億円と

なりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計し

たフリー・キャッシュ・フローは299億円の支出となりました。 

 

 

3. 平成21年３月期 連結業績参考指標 

ＤＲＡＭの 大市場であるＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格は、需給バランスの変動による影響を受けや

すく、また将来における価格動向を的確に予測することは極めて困難です。しかしながら、同価格変動

の業績に与える影響が大きいことから、当社では業績見通しを公表しておりません。以下に、当社グ

ループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 

 

【連結第２四半期の見込み】 （単位：億円） 

平成21年3月期  

第１四半期 

実績 

第２四半期 

見込み 

前四半期比 出荷ビット成長率(1) 26％ 10％前後 

前四半期比 平均販売単価変動率 -3％ N/A 

減価償却費 255 260 

販管費及び一般管理費 146 150 

 

 

 

 

 

                              
(1) 出荷ビット成長率：比較する二つの期間におけるビット（メモリの記憶容量を示す単位）出荷数量の増減率。 
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【連結通期の見込み】 （単位：億円） 

平成21年3月期 通期見込み  

４月25日発表 ８月７日発表

前年度比 出荷ビット成長率(1) 70％ 80-90％ 

減価償却費 1,000 1,070 

販売費及び一般管理費 600 600 

設備投資額及びRexchip社への出資額 1,000 1,200 

 

当社グループは、当期の『前年度比 出荷ビット成長率』の見込み値を４月発表のガイダンスである70％

から、80-90％へと上方修正いたします。これは、期初に想定していた以上にRexchip社及び広島工場の

生産性が向上しているためです。 

また『設備投資額及びRexchip社への出資額』につきましては、広島工場の微細化投資の増額を主要因

として、４月発表のガイダンスである1,000億円から1,200億円へと増額修正しております。これに伴い、

当期の『減価償却費』の見込み値を1,070億円へと修正いたします。 

 

 

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） 
平成20年４月１日に、連結子会社であった広島エルピーダメモリ株式会社を吸収合併したため、当第

１四半期連結会計期間より、連結子会社の数が減少しております。 

 

(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 
該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、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 平成19年３

月14日）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 平

成19年３月14日）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. たな卸資産の評価基準及び評価方法  

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）を適用したことに伴い、評価基準として原価法（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）を用いて、たな卸資産を算定しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

 

３. 「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」の適用 

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。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：百万円）

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 96,922 97,564

受取手形及び売掛金 92,399 69,442

製品 42,290 34,304

半製品 10,714 16,682

原材料 996 2,089

仕掛品 17,042 19,699

貯蔵品 1,545 1,580

未収入金 11,492 21,381

その他 9,332 9,284

貸倒引当金 △2,502 △2,454

流動資産合計 280,230 269,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 70,833 71,581

機械装置及び運搬具（純額） 263,120 265,834

工具、器具及び備品（純額） 24,951 24,995

土地 4,206 4,206

建設仮勘定 17,530 21,255

有形固定資産合計 380,640 387,871

無形固定資産   

のれん 1,896 1,944

その他 6,006 6,261

無形固定資産合計 7,902 8,205

投資その他の資産   

投資有価証券 85,446 80,690

その他 10,767 8,042

投資その他の資産合計 96,213 88,732

固定資産合計 484,755 484,808

資産合計 764,985 754,379
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,059 56,260

1年内返済予定の長期借入金 38,400 38,400

リース債務 11,547 7,020

未払金 22,756 30,999

未払法人税等 1,011 996

引当金 1,419 2,831

その他 14,482 17,872

流動負債合計 147,674 154,378

固定負債   

社債 160,000 160,000

長期借入金 81,800 81,800

リース債務 25,579 1,841

引当金 3,560 3,262

その他 5,245 5,223

固定負債合計 276,184 252,126

負債合計 423,858 406,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 155,656 155,611

資本剰余金 166,698 166,653

利益剰余金 20,744 34,445

自己株式 △4 △3

株主資本合計 343,094 356,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △75 △1,329

繰延ヘッジ損益 △484 △545

為替換算調整勘定 △1,586 △7,105

評価・換算差額等合計 △2,145 △8,979

新株予約権 178 148

純資産合計 341,127 347,875

負債純資産合計 764,985 754,379
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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：百万円）

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 109,221

売上原価 110,239

売上総損失（△） △1,018

販売費及び一般管理費 14,604

営業損失（△） △15,622

営業外収益  

受取利息 102

為替差益 2,398

その他 482

営業外収益合計 2,982

営業外費用  

支払利息 1,339

遊休資産維持管理費用 621

その他 806

営業外費用合計 2,766

経常損失（△） △15,406

特別利益  

固定資産売却益 8

特別利益合計 8

特別損失  

投資有価証券評価損 1,351

固定資産売却損 3

固定資産除却損 31

特別損失合計 1,385

税金等調整前四半期純損失（△） △16,783

法人税、住民税及び事業税 427

法人税等調整額 △3,441

法人税等合計 △3,014

四半期純損失（△） △13,769
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △16,783

減価償却費及びその他の償却費 25,491

引当金の増減額（△は減少） △1,357

受取利息及び受取配当金 △102

支払利息 1,339

為替差損益（△は益） △2,379

固定資産売却損益（△は益） △5

固定資産除却損 31

投資有価証券評価損益（△は益） 1,351

売上債権の増減額（△は増加） △20,607

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,992

未収入金の増減額（△は増加） △1,004

仕入債務の増減額（△は減少） 1,653

未払金の増減額（△は減少） △2,488

その他 △2,444

小計 △15,312

利息及び配当金の受取額 377

利息の支払額 △702

法人税等の支払額 △387

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,024

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △564

定期預金の払戻による収入 623

有形固定資産の取得による支出 △23,419

有形固定資産の売却による収入 10,919

無形固定資産の取得による支出 △293

長期前払費用の取得による支出 △1,166

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,906

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 89

セール・アンド・リースバック取引による収入 32,831

リース債務の返済による支出 △4,586

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,334

現金及び現金同等物に係る換算差額 978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △618

現金及び現金同等物の期首残高 96,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 96,337
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約）前四半期連結損益計算書

 

科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 109,482

Ⅱ　売上原価 92,027

売上総利益 17,455

Ⅲ　販売費及び一般管理費 13,712

営業利益 3,743

Ⅳ　営業外収益 1,701

１.受取利息　 427

２.為替差益　 1,038

３.その他　 236

Ⅴ　営業外費用 1,708

１.支払利息　 1,003

２.持分法による投資損失 257

３.その他　 448

経常利益 3,736

Ⅵ　特別利益　 22,112

Ⅶ　特別損失　 3,422

税金等調整前四半期純利益　 22,426

法人税等 7,872

四半期純利益　 14,554
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(2)（要約）前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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

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　 22,426

減価償却費及びその他の償却費 22,066

受取利息及び受取配当金 △427

支払利息　 1,003

持分法による投資損失 257

有形固定資産売却益　 △22,112

有形固定資産除売却損　 802

売上債権の増減額（△は増加額）　 28,807

たな卸資産の増減額（△は増加額）　 1,503

未収入金の増減額（△は増加額）　 △2,403

仕入債務の増加額　 3,884

未払金の減少額　 △2,311

その他　 856

　小計 54,351

利息及び配当金の受取額　 377

利息の支払額　 △506

法人税等の支払額　 △2,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,927
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前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入　 818

投資有価証券の取得による支出　 △58,315

有形固定資産の取得による支出　 △52,130

有形固定資産の売却による収入　 2,960

無形固定資産の取得による支出　 △341

長期前払費用の増加による支出　 △596

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,600

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　 △891

新株の発行による収入　 747

セール・アンド・リースバック取引による収入　 10,155

リース債務の返済による支出 △5,211

自己株式の取得による支出　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー　 4,800

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額　 1,487

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △49,386

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高　 165,546

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 116,160
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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） 

前第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前第２四半期 

自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日

前第３四半期 

自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日

前第４四半期 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日 

当第１四半期 

自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 109,482 100.0 111,555 100.0 94,047 100.0 90,397 100.0 109,221 100.0

売上総利益（損失） 17,455 15.9 19,764 17.7 5,180 5.5 △9,059 △10.0 △1,018 △0.9

販売費及び一般管理費 13,712 12.5 13,624 12.2 14,120 15.0 16,824 18.6 14,604 13.4

営業利益（△損失） 3,743 3.4 6,140 5.5 △8,940 △9.5 △25,883 △28.6 △15,622 △14.3

税金等調整前四半期純利益

（△損失） 
22,426 20.5 1,216 1.1 △13,019 △13.9 △31,690 △35.1 △16,783 △15.4

四半期純利益（△損失） 14,554 13.3 3,274 2.9 △12,129 △12.9 △29,241 △32.3 △13,769 △12.6

EBITDA(1) 45,495 41.6 25,229 22.6 12,088 12.9 △5,506 △6.1 10,047 9.2

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
119.02 120.40 114.07 109.12 102.56 

 

(2) 連結経営指標 　　（単位：百万円） 
 前第１四半期 

平成19年６月30日現在 

前第２四半期 

平成19年９月30日現在

前第３四半期 

平成19年12月31日現在

前第４四半期 

平成20年３月31日現在 

当第１四半期 

平成20年６月30日現在 

現金及び預金 116,467 96,954 97,496 97,564 96,922 

売上債権滞留日数(2) 65日 61日 69日 69日 76日 

たな卸資産保有日数(3) 53日 62日 78日 67日 59日 

有利子負債残高(4) 223,511 206,535 224,108 289,061 317,326 

ネットD/Eレシオ(5) 0.27倍 0.28倍 0.33倍 0.55倍 0.65倍 

自己資本比率(6) 51.4％ 51.0％ 49.6％ 46.1％ 44.6％ 

 

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー 　　（単位：百万円） 

 

前第１四半期 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

前第２四半期 

自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日

前第３四半期 

自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日

前第４四半期 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日 

当第１四半期 

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 
51,927 31,870 13,188 △13,883 △16,024 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△107,600 △72,935 △30,957 △48,902 △13,906 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
4,800 23,504 17,649 64,701 28,334 

フリー・キャッシュ・フロー △55,673 △41,065 △17,769 △62,785 △29,930 

 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）／ 自己資本（自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権） 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本 ／ 総資産 × 100  
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