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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 18,595 ― 2,555 ― 2,531 ― 1,573 ―
20年3月期第2四半期 17,018 27.4 1,887 △3.6 1,937 △2.5 1,171 △3.9

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2四半期 3,734.60 3,722.89
20年3月期第2四半期 2,795.94 2,778.87

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2四半期 29,379 19,235 65.5 45,619.12
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2四半期  19,235百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 38,000 3.4 4,800 △13.3 4,700 △15.8 2,900 △17.2 6,877.97

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2四半期  421,636株 20年3月期  420,156株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  421,152株 20年3月期第2四半期  418,982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２四半期連結累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価格、米国発の金

融危機の影響を受けた世界的な景気減速、さらに長期化するドル安と急激なユーロ安の進行など、当四半期連結累計

期間終盤にかけて一層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、個人消費の低迷などにより、回復感もないままに景気の後退局面入りが示

唆される状況となりました。米国は、住宅市場の調整が続き、大手金融機関の破綻など金融システムの危機が深刻化

するなか、企業収益の悪化に伴う設備投資の減速、個人消費の一層の減衰へとつながりました。欧州は、期初にはド

イツの景気などに底堅さも見られましたが、米国の金融危機が伝播し各国の金融機関で経営危機が表面化するなど、

全体としては米国市場減速や物価上昇の影響を受けて景気減速が明確になってまいりました。アジア・オセアニア地

域は、中国四川省地震や欧米の景気後退などの影響を受けて、経済の成長ペースに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堅調に推移し、日本、米国、欧州、アジア・オセアニアの全地

域において拡大いたしました。技術面においては、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の

デジタル情報処理用IC開発の技術を組み合わせることで、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。そして、今後需要の拡大が見込まれるマルチタッチ技術の開発も鋭意進めています。また、

アジア地域での需要拡大に対応するため、電子機器製品の物流拠点を香港からシンガポールに移し、製品配送の迅速

化、コスト削減、在庫水準の低減化などを強化いたしました。内部統制推進については、一昨年来進めてきた金融商

品取引法（J-SOX）対応の準備を終え、本年４月より順調に本番稼動させております。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２四半期連結累計期間の業績は売上高が18,595,402千円となり、営業利益は2,555,396千円、

経常利益は2,530,935千円、四半期純利益は1,572,836千円となりました。 

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２四半期連結累計期間を通じて売上げは全体で

おおよそ堅調に推移いたしました。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、「Intuos３（イ

ンテュオス スリー）」が発売４年目ということもあり、ほぼ前年並みに推移いたしました。コンシューマグラフ

ィックス・タブレットに関しては、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堅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、前

連結会計年度に市場投入した新製品「Cintiq（シンティック）12WX」の効果もあり、売上げを大幅に伸ばすことが

できました。本年８月にリリースした19インチ型の液晶一体型モデルも好評をいただいております。 

 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

は拡大しましたが、従来の企業向けタブレットPCへの出荷が減少したことや為替変動の影響を受けて、売上げは僅

かの伸びにとどまりました。 

 この結果、売上高は18,198,928千円、営業利益は3,563,445千円となりました。 

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、展示会への出展を積極的に行うなど販促活動を

強化しました。９月には当CADシステムの 新版「ECAD／dio Ver9.0」をリリースいたしました。 

 また、PDM（製品情報管理）分野においては、既存ユーザーに対してのソリューション提案を精力的に行いまし

た。しかし、景気の先行きに慎重なユーザーが多く、導入の先延ばしが顕著になってきております。 

 この結果、売上高は396,474千円、営業利益は35,496千円となりました。 

 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訴求の強化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）」シリーズが好評を博しており、店頭でのブランド訴求が効を奏すとともに、イラスト・マ

ンガ制作専用ソフトの付いた「Bamboo Comic（コミック）」中型サイズの投入も好感され、堅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は、「Cintiq（シンティック）」シリーズを中心に販売が拡大

し、全体として堅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。 
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 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7,158,282千円、営業利益は3,015,843千円となりました。 

② 米国 

 米国市場においては、金融不安の拡大による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。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）」シリーズは、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一時減速しましたが、チャネル政策の強化

などにより、円ベースでの売上げは前年を下回ったものの、現地通貨ベースではほぼ前年並みの売上げとなりまし

た。コンシューマグラフィックス・タブレット「Bamboo（バンブー）」シリーズに関しても、新規チャネルの開拓

や流通パートナーとの関係強化により、販売は順調に推移いたしました。また、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」によるユーザー拡大やプロフェッショナルグラフィックス・タブレッ

ト製品からの移行により、売上げが大幅に増加いたしました。 

 この結果、売上高は5,726,336千円、営業利益は444,699千円となりました。 

③ 欧州 

 欧州市場においては、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

は、「Intuos３」が発売４年目を迎えているものの、既存のグラフィックス分野に加えてデジタルカメラ加工分野

へ訴求することにより、売上げが堅調に推移いたしました。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）」シリーズに関しては、景気減速の影響を受ける地域はあったものの、「Bamboo」ブランド

の訴求効果に加え、展示会などを通じて認知度を高めることで、売上げが前年並みに推移いたしました。液晶一体

型タブレットについては、「Cintiq（シンティック）」シリーズのグラフィックスやデジタル加工分野への浸透が

進むとともに、「Cintiq 12WX」の新製品効果もあり、売上げが大幅に増加いたしました。 

 地域的には、米国発の金融不安の影響を受け景気が急速に悪化している英国、スペインなどは売上げが減少しま

したが、東欧、フランスなどで大きく販売を伸ばすことができました。 

 この結果、売上高は3,777,198千円、営業利益は16,703千円となりました。 

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、景気減速と為替の影響により、全体として売上げが前年を下回りました。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、地域のニーズに合わせて現地向け製

品を機動的に投入するなどの施策により、前年並みの売上げを確保いたしました。また、液晶一体型タブレットに

ついては、「Cintiq（シンティック）」シリーズの販売を中心に、大幅に売上げを拡大いたしました。 

 地域的には、韓国、台湾が景気減速の影響を受けた一方、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や北京オリンピックの影響を受けましたが、全体として

は堅調に売上げを伸ばしております。 

 この結果、売上高は1,933,586千円、営業利益は135,509千円となりました。 
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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２四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157,729千円増加し、29,379,059

千円となりました。流動資産は、346,483千円減少し、23,961,550千円となりました。これは主に、受取手形及び

売掛金が634,748千円、有価証券が500,000千円増加しましたが、法人税の支払等により現金及び預金が1,624,255

千円減少したことによるものです。固定資産は、504,212千円増加し、5,417,509千円となりました。これは主に、

設備投資により有形固定資産が497,128千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515,191千円減少し、10,144,397千円となりました。流動負債は、

587,795千円減少し、9,123,494千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が148,799千円、未払法人税

等が399,708千円減少したことによるものです。固定負債は、72,604千円増加し、1,020,903千円となりました。こ

れは主に、退職給付引当金が26,616千円、役員退職慰労引当金が35,864千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672,920千円増加し、19,234,662千円となりました。これは主に、株

主への配当金支払いにより利益剰余金が1,050,390千円減少しましたが、四半期純利益により利益剰余金が

1,572,836千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２四半期連結累計期間における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、1,123,214千円減少し、当第２四半期連結会計期間末では、12,453,980千円となりました。 

  当第２四半期連結累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） 

 営業活動の結果得られた資金は451,902千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益      

2,543,343千円、売上債権の増加額841,722千円及び法人税等の支払額1,350,115千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、810,013千円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出   

751,636千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、823,618千円となりました。これは主に、配当金の支払額1,044,851千円等に

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２四半期連結累計期間が終った段階で堅調に推移しておりますが、下期につきましては、米国発

の金融危機に端を発した世界的な景気後退による流通の停滞や、コンポーネント分野での需要減退、および為替の動

向などを勘案し、当面は厳しい経営環境が続くことが見込まれていることから、平成20年10月14日付「業績予想の修

正に関するお知らせ」において、以下の通り、通期の連結業績予想を修正いたしました。 近の為替推移状況より、

米国ドルは１ドル100円と期初の想定から変更せず、ユーロは期初に設定した１ユーロ155円を１ユーロ135円とし業

績予想を見直しております。 

（通期） 

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  

    ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

     定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

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２四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。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ47,081千円減少しております。なお、セグメント情

報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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。これによ

り、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ17,353千円

  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 

前回発表予想（Ａ） 44,500 6,500 6,450 3,950 9,401.27 

今回修正予想（Ｂ） 38,000 4,800 4,700 2,900 6,877.97 

増減額（Ｂ－Ａ） △6,500 △1,700 △1,750 △1,050 － 

増減率（％）（Ｂ 対 Ａ） △14.6 △26.2 △27.1 △26.6 － 

前期実績（Ｃ） 36,739 5,539 5,581 3,501 8,348.74 

増減率（％）（Ｂ 対 Ｃ） 3.4 △13.3 △15.8 △17.2 － 
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減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,453,980 8,078,235

受取手形及び売掛金 5,172,707 4,537,959

有価証券 6,000,000 5,500,000

製品 2,106,514 2,349,469

原材料 830,613 847,171

仕掛品 321,447 177,043

その他 3,128,648 2,849,250

貸倒引当金 △52,359 △31,094

流動資産合計 23,961,550 24,308,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,904,730 1,552,601

その他 2,095,844 1,950,845

有形固定資産合計 4,000,574 3,503,446

無形固定資産   

のれん 149,573 180,021

その他 536,718 563,954

無形固定資産合計 686,291 743,975

投資その他の資産   

その他 732,897 668,099

貸倒引当金 △2,253 △2,223

投資その他の資産合計 730,644 665,876

固定資産合計 5,417,509 4,913,297

資産合計 29,379,059 29,221,330

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,568,626 5,717,425

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 763,534 1,163,242

賞与引当金 395,462 475,189

役員賞与引当金 28,110 23,695

その他 1,767,762 1,731,738

流動負債合計 9,123,494 9,711,289

固定負債   

退職給付引当金 397,221 370,605

役員退職慰労引当金 415,207 379,343

その他 208,475 198,351

固定負債合計 1,020,903 948,299

負債合計 10,144,397 10,659,588
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,194,815 4,082,842

資本剰余金 4,036,230 3,924,258

利益剰余金 11,347,026 10,853,924

株主資本合計 19,578,071 18,861,024

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △343,409 △299,282

評価・換算差額等合計 △343,409 △299,282

純資産合計 19,234,662 18,561,742

負債純資産合計 29,379,059 29,221,330
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 18,595,402

売上原価 9,477,214

売上総利益 9,118,188

販売費及び一般管理費 6,562,792

営業利益 2,555,396

営業外収益  

受取利息及び配当金 56,692

その他 10,937

営業外収益合計 67,629

営業外費用  

支払利息 6,252

為替差損 73,887

その他 11,951

営業外費用合計 92,090

経常利益 2,530,935

特別利益  

固定資産売却益 854

貸倒引当金戻入額 468

受取和解金 14,217

特別利益合計 15,539

特別損失  

固定資産売却損 1,265

固定資産除却損 1,866

特別損失合計 3,131

税金等調整前四半期純利益 2,543,343

法人税等 970,507

四半期純利益 1,572,836
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,557,430

売上原価 4,689,085

売上総利益 4,868,345

販売費及び一般管理費 3,380,341

営業利益 1,488,004

営業外収益  

受取利息及び配当金 34,835

為替差益 10,243

その他 5,349

営業外収益合計 50,427

営業外費用  

支払利息 3,409

その他 7,390

営業外費用合計 10,799

経常利益 1,527,632

特別利益  

固定資産売却益 854

受取和解金 14,217

特別利益合計 15,071

特別損失  

固定資産売却損 1,265

固定資産除却損 1,083

特別損失合計 2,348

税金等調整前四半期純利益 1,540,355

法人税等 569,106

四半期純利益 971,249
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 2,543,343

減価償却費 310,948

引当金の増減額（△は減少） 7,716

受取利息及び受取配当金 △56,692

支払利息 6,252

売上債権の増減額（△は増加） △841,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,788

仕入債務の増減額（△は減少） △117,343

その他 △150,307

小計 1,774,983

利息及び配当金の受取額 33,263

利息の支払額 △6,229

法人税等の支払額 △1,350,115

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,902

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 △751,636

その他 △58,377

投資活動によるキャッシュ・フロー △810,013

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 221,233

配当金の支払額 △1,044,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △823,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 58,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,123,214

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 12,453,980
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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 

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（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 

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。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電子機器事業で46,999千円、ECS事業で82

千円それぞれ減少しております。 

 （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。こ

  
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 9,351,038 206,392 9,557,430 － 9,557,430 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 9,351,038 206,392 9,557,430 － 9,557,430 

営業利益 1,953,453 31,296 1,984,749 (496,745) 1,488,004 

  
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 18,198,928 396,474 18,595,402 － 18,595,402 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 18,198,928 396,474 18,595,402 － 18,595,402 

営業利益 3,563,445 35,496 3,598,941 (1,043,545) 2,555,396 

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 
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の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電子機器事

業で17,353千円減少しております。 

 〔所在地別セグメント情報〕  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（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。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で47,081千円減少しております。 

 （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。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、米国で

17,353千円減少しております。 

  
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 
3,662,590 2,966,623 1,970,859 957,358 9,557,430 － 9,557,430 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
3,838,429 57,874 － 9,005 3,905,308 (3,905,308) － 

計 7,501,019 3,024,497 1,970,859 966,363 13,462,738 (3,905,308) 9,557,430 

営業利益 1,577,445 209,584 20,606 52,157 1,859,792 (371,788) 1,488,004 

  
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 
7,158,282 5,726,336 3,777,198 1,933,586 18,595,402 － 18,595,402 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,646,033 112,106 － 16,628 7,774,767 (7,774,767) － 

計 14,804,315 5,838,442 3,777,198 1,950,214 26,370,169 (7,774,767) 18,595,402 

営業利益 3,015,843 444,699 16,703 135,509 3,612,754 (1,057,358) 2,555,396 
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 〔海外売上高〕  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （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 

 当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により資金調達を行っております。この結果、当第２

四半期連結累計期間において資本金が111,973千円、資本剰余金が111,972千円増加し、当第２四半期連結会計期

間末において資本金が4,194,815千円、資本剰余金が4,036,230千円となっております。 

  北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,934,629 1,978,441 2,646,164 73,179 7,632,413 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 9,557,430 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
30.7 20.7 27.7 0.8 79.9 

  北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,678,702 3,734,844 5,141,033 188,516 14,743,095 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 18,595,402 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
30.5 20.1 27.7 1.0 79.3 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

 （自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 17,017,856 100.0

Ⅱ 売上原価 8,583,508 50.4

売上総利益 8,434,348 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,547,533 38.5

営業利益 1,886,815 11.1

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息及び配当金 78,262

２．その他 22,257 100,519 0.6

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 5,946

２．為替差損 39,233

３．その他 5,298 50,477 0.3

経常利益 1,936,857 11.4

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 53

２．貸倒引当金戻入益 197 250 0.0

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産売却損 1,486

２．固定資産除却損 3,421

３．投資有価証券評価損 20,000 24,907 0.1

税金等調整前中間純利益 1,912,200 11.3

法人税、住民税及び事業税 849,459

法人税等調整額 △108,707 740,752 4.4

中間純利益 1,171,448 6.9
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 1,912,200 

減価償却費 246,196 

貸倒引当金の減少額 △3,764

賞与引当金の増加額 27,192 

役員賞与引当金の減少額 △17,373

退職給付引当金の増加額 23,898 

役員退職慰労引当金の増加額 24,000 

受取利息及び受取配当金 △78,262

支払利息 5,946 

為替差損 16,832 

固定資産売却損及び除却損 4,907 

固定資産売却益 △53

投資有価証券評価損 20,000 

売上債権等の増加額 △1,590,263

たな卸資産の増加額 △512,646

仕入債務の増加額 1,634,214 

その他 269,049 

小計 1,982,073 

利息及び配当金の受取額 78,262 

利息の支払額 △5,803

法人税等の支払額 △1,467,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 587,026 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △259,469

無形固定資産の取得による支出  △4,954

ソフトウェア取得による支出 △151,949

固定資産の売却による収入 2,679 

子会社株式取得による支出 △419,955

敷金・差入保証金の払込による支出 △12,978

敷金・差入保証金の返還による収入 6,150 

投資活動によるキャッシュ・フロー △840,476

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 △35,000

株式発行による収入 64,316 

株主への配当金の支払額 △626,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,474

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 707 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △850,217

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中間期末残高 11,856,936 
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（３）セグメント情報 

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９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 16,582,572 435,284 17,017,856 － 17,017,856 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 16,582,572 435,284 17,017,856 － 17,017,856 

営業費用 13,427,528 360,730 13,788,258 1,342,783 15,131,041 

営業利益 3,155,044 74,554 3,229,598 (1,342,783) 1,886,815 

  
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 
6,796,698 5,069,198 3,262,728 1,889,232 17,017,856 － 17,017,856 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,596,274 87,455 － 8,963 7,692,692 (7,692,692) － 

計 14,392,972 5,156,653 3,262,728 1,898,195 24,710,548 (7,692,692) 17,017,856 

営業費用 11,280,139 4,985,171 3,246,234 1,676,817 21,188,361 (6,057,320) 15,131,041 

営業利益 3,112,833 171,482 16,494 221,378 3,522,187 (1,635,372) 1,886,815 

  北米 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,066,978 3,191,832 5,092,550 175,335 13,526,695 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 17,017,856 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
29.8 18.8 29.9 1.0 79.5 
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