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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 26,891 ― 3,824 ― 3,739 ― 2,296 ―
20年3月期第3四半期 27,219 29.0 3,870 6.2 3,868 4.6 2,315 △0.1

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3四半期 5,474.16 5,458.47
20年3月期第3四半期 5,523.05 5,490.89

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3四半期 26,213 17,061 65.1 42,479.40
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3四半期  17,061百万円 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、普通配当金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  有   

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 33,800 △8.0 3,900 △29.6 3,800 △31.9 2,380 △32.0 5,925.76

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、その他の特記事項 
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4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3四半期  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3四半期  20,000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3四半期  419,428株 20年3月期第3四半期  419,173株



 当第３四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、米国発の金融危機に端を発した世界同時

不況の様相を呈するなか、期中にかけて進行した原材料価格の高騰や為替相場における円の独歩高なども加わり、10

月以降は一段と厳しさを増してまいりました。 

 日本国内においては、世界的な金融危機を背景に、設備投資の減速、個人消費の低迷などにより約６年ぶりとなる

景気の後退局面を迎えました。米国は、住宅市場の調整が続き、大手金融機関の破綻など未曾有の金融システム危機

へと深刻化するなか、企業収益の悪化に伴う設備投資の減速や個人消費の一層の減衰が顕著となりました。欧州は、

期初にはドイツの景気などに底堅いものも見られましたが、米国の金融危機が伝播し各国の金融機関も経営悪化が進

むなか、世界的な景気悪化の影響を受けて、全体として景気後退が明確になってまいりました。アジア・オセアニア

地域は、中国やインドなどの景気動向は引き続き底堅いものの、中国四川省地震や世界的な景気悪化でのアジア圏全

域における通貨の急激な下落などもあり、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、第２四半期連結累計期間末まで堅調に推移し、日本、米国、

欧州、アジア・オセアニアの全地域において拡大を続け、売上、利益ともに過去 高を計上しておりました。しかし

ながら、第３四半期に入り、欧州など現地通貨ベースでは売上を拡大できた地域もありましたが、世界的な景気減速

による設備投資の減速や個人消費の減衰に加え為替相場での急激な円高の影響などを受けたことから、当第３四半期

連結累計期間においては僅かながら前年を下回る結果となりました。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、11月より業務用モニター向けへのサンプル提供を開始してい

ます。また、今後マイクロソフト社の次世代OSウィンドウズ７により需要の拡大が見込まれるマルチタッチ技術の開

発も鋭意進めており、11月に米国ロサンジェルスで開かれたWinHEC（ウィンドウズ・ハードウェア・アンド・エンジ

ニアリング・カンファレンス）で独自の高性能マルチタッチセンサーシステムを発表し、サンプル出荷を開始いたし

ました。また、アジア地域での需要拡大に対応するため、10月には、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するとともに、台湾に現地法人を作り、マ

ーケティングとサービス活動の充実を図っております。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、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３四半期連結累計期間の業績は売上高が26,891,038千円（対前年同四半期比1.2％減）とな

り、営業利益は3,824,449千円（同1.2％減）、経常利益は3,739,229千円（同3.3％減）、四半期純利益は2,296,018

千円（同0.8％減）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３四半期連結累計期間を通じて全体でほぼ前年

並み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）」が発売から４年経過したことや急速に悪化した市場環境の影響により、売上は前年を下回りまし

た。コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、世界的な景気悪化や急激な為替変動の影響があったも

のの、前連結会計年度に発売した「Bamboo（バンブー）」ブランドの製品群の販売が順調に推移したため、僅かに

前年の売上を上回ることができました。また、液晶一体型タブレットに関しては、法人向け需要などに急激な鈍化

傾向が見られるものの、前連結会計年度に市場投入した「Cintiq（シンティック）12WX」の新製品効果もあり順調

に売上を伸ばしました。 

    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、第２四半期連結累計期間ではコンシューマ

向けタブレットPCのビジネスは拡大しましたが、第３四半期に入り世界的な景気の悪化や為替変動の影響により、

売上は僅かに前年を下回りました。 

   この結果、売上高は26,304,994千円（対前年同四半期比0.9％減）、営業利益は5,297,165千円（同7.3％減）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いました。９月に

は当CADシステムの 新版「ECAD／dio Ver9.0」をリリースし販促活動を強化いたしました。 

  また、PDM（製品情報管理）分野においては、第２四半期連結累計期間で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っておりましたが、商談の長期化が顕著になってきたことから、第３四半期ではソフトウエ

アパッケージの販売に集中しました。しかしながら、景気の先行き不安から投資に対し慎重な対応が増え、導入の
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見送りや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586,044千円（対前年同四半期比11.7％減）、営業利益は36,325千円（同62.6％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、第２四半期連結累計期間においては、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

展開が効果を上げましたが、第３四半期に入り、景気後退の影響から需要が減少傾向となり、結果として前年並み

の売上にとどまりました。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、さらに、店頭でのブランド訴求が功を奏すとともに、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、順調に売上を

伸ばしました。液晶一体型タブレットについては、「Cintiq（シンティック）」シリーズを中心に販売が拡大しま

したが、設備投資の減速に伴う法人向け需要の後退と相殺され、売上は僅かな伸びとなりました。 

    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10,243,507千円（対前年同四半期比0.9％増）、営業利益は4,510,348千円（同11.3％減）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後退と為替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、大手量販店の倒産や流

通チャネルの在庫圧縮により、売上は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、新規チャネルの開拓や流通パートナーとの関係強化を行ったものの、為替変

動による影響を受け、売上の伸びは僅かなものとなりました。また、液晶一体型タブレットについても、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

の移行があったものの、為替変動の影響により売上は僅かな伸びにとどまりました。 

    この結果、売上高は7,851,934千円（対前年同四半期比4.7％減）、営業利益は475,772千円（同1.5％増）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」が発売から４年経過したことや為替変動による影響を受けたため、売上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、「Bamboo」ブランドの訴

求効果もあり販売は順調に推移していますが、為替変動の影響を受け売上が僅かに前年を下回りました。一方、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などは売上が減少しましたが、ドイ

ツ、フランスなどで販売を伸ばすことができました。 

   この結果、売上高は6,218,616千円（対前年同四半期比4.1％増）、営業利益は279,577千円（同2.5％減）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、景気悪化と急激な為替変動の影響により、売上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）」シリーズについても同様の影響により、売上が前年を下回り

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、順調に

推移しました。    

  地域的には、韓国が景気後退と急激な為替変動の影響を受けた一方、インド、アセアン地域は売上が前年を上回

りました。中国市場も景気悪化の影響があり、前年並の売上にとどまりました。 

   この結果、売上高は2,576,981千円（対前年同四半期比9.8％減）、営業利益は64,735千円（同81.3％減）となり

ました。 

  

  なお、上記本文中における対前年同四半期比については、参考として記載しております。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

   当第３四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3,007,917千円減少し、

26,213,413千円となりました。流動資産は、2,848,963千円減少し、21,459,070千円となりました。これは主に、

現金及び預金が自己株式の取得や法人税の支払等により1,121,832千円、有価証券が売却等により2,000,000千円減

少したことによるものです。固定資産は、158,954千円減少し、4,754,343千円となりました。これは主に、設備投

資により有形固定資産が441,702千円増加したものの、１年内に満期の到来する投資有価証券500,000千円を流動資

産に振替え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1,507,433千円減少し、9,152,155千円となりました。流動負債は、

1,593,935千円減少し、8,117,354千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が305,426千円、未払法人

税等が880,808千円減少したことによるものです。固定負債は、86,502千円増加し、1,034,801千円となりました。

これは主に、退職給付引当金が37,946千円、役員退職慰労引当金が36,421千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1,500,484千円減少し、17,061,258千円となりました。これは主に、

利益剰余金が四半期純利益により2,296,018千円増加したものの、株主への配当金支払いにより1,050,390千円減少

したこと、自己株式の取得が1,848,486千円、円高による為替換算調整勘定の変動額が1,036,525千円あったことに

よるものです。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当第３四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、3,620,791千円減少し、当第３四半期連結会計期間末では、9,956,403千円となりました。 

   当第３四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489,782千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益      

3,743,741千円、売上債権の増加額569,501千円及び法人税等の支払額2,271,968千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、1,023,614千円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出   

987,691千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、2,676,678千円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出

1,852,061千円、配当金の支払額1,045,850千円等によるものであります。 

  

 当社グループの業績は、第３四半期連結累計期間を終えた段階で前年を僅かに下回る水準で推移しております。今

後の経営環境は、世界的な景気後退によるタブレット並びにコンポーネント分野の需要減退や円高傾向を勘案し、引

き続き厳しい状況となることが見込まれることから、以下のとおり通期の連結業績予想を修正いたしました。 

 想定為替レートにつきましては、 近の為替推移状況により、米国ドルは今までの１ドル100円から90円に、ユー

ロは今までの１ユーロ135円から120円に変更して業績予想を見直しております。  

 なお、平成20年10月14日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表しました通期の業績予想との差異は以下の

とおりです。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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）  38,000  4,800  4,700  2,900  6,877.97

今回修正予想（Ｂ）  33,800  3,900  3,800  2,380  5,925.76

増減額（Ｂ－Ａ）  △4,200  △900  △900  △520 － 

増減率（％）（Ｂ 対 Ａ）  △11.1  △18.8  △19.1  △17.9 － 

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

増減率（％）（Ｂ 対 Ｃ）  △8.0  △29.6  △31.9  △32.0 － 
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 該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

 ① 棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ② 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。 

 ③ 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３四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。 

  

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） 

（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 

（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、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３四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57,123千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．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３四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12,315千

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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,956,403 8,078,235

受取手形及び売掛金 4,538,333 4,537,959

有価証券 3,500,000 5,500,000

製品 2,312,462 2,349,469

原材料 798,961 847,171

仕掛品 308,414 177,043

その他 3,078,674 2,849,250

貸倒引当金 △34,177 △31,094

流動資産合計 21,459,070 24,308,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,856,083 1,552,601

その他（純額） 2,089,065 1,950,845

有形固定資産合計 3,945,148 3,503,446

無形固定資産   

のれん 106,965 180,021

その他 499,929 563,954

無形固定資産合計 606,894 743,975

投資その他の資産   

その他 202,309 668,099

貸倒引当金 △8 △2,223

投資その他の資産合計 202,301 665,876

固定資産合計 4,754,343 4,913,297

資産合計 26,213,413 29,221,330

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,411,999 5,717,425

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 282,434 1,163,242

賞与引当金 203,423 475,189

役員賞与引当金 19,544 23,695

その他 1,599,954 1,731,738

流動負債合計 8,117,354 9,711,289

固定負債   

退職給付引当金 408,551 370,605

役員退職慰労引当金 415,764 379,343

その他 210,486 198,351

固定負債合計 1,034,801 948,299

負債合計 9,152,155 10,659,588
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,014,506 10,853,924

自己株式 △1,848,486 －

株主資本合計 18,397,065 18,861,024

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,335,807 △299,282

評価・換算差額等合計 △1,335,807 △299,282

純資産合計 17,061,258 18,561,742

負債純資産合計 26,213,413 29,221,330
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 26,891,038

売上原価 13,449,025

売上総利益 13,442,013

販売費及び一般管理費 9,617,564

営業利益 3,824,449

営業外収益  

受取利息及び配当金 71,560

その他 20,730

営業外収益合計 92,290

営業外費用  

支払利息 8,725

為替差損 148,954

その他 19,831

営業外費用合計 177,510

経常利益 3,739,229

特別利益  

固定資産売却益 107

貸倒引当金戻入額 784

受取和解金 14,217

特別利益合計 15,108

特別損失  

固定資産売却損 1,226

固定資産除却損 9,370

特別損失合計 10,596

税金等調整前四半期純利益 3,743,741

法人税等 1,447,723

四半期純利益 2,296,018

- 3 -



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,295,636

売上原価 3,971,811

売上総利益 4,323,825

販売費及び一般管理費 3,054,772

営業利益 1,269,053

営業外収益  

受取利息及び配当金 14,868

その他 9,793

営業外収益合計 24,661

営業外費用  

支払利息 2,473

為替差損 75,067

その他 7,880

営業外費用合計 85,420

経常利益 1,208,294

特別利益  

貸倒引当金戻入額 316

特別利益合計 316

特別損失  

固定資産売却損 708

固定資産除却損 7,504

特別損失合計 8,212

税金等調整前四半期純利益 1,200,398

法人税等 477,216

四半期純利益 723,182
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,743,741

減価償却費 475,829

引当金の増減額（△は減少） △169,710

受取利息及び受取配当金 △71,559

支払利息 8,725

売上債権の増減額（△は増加） △569,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △559,102

仕入債務の増減額（△は減少） 52,011

その他 △197,101

小計 2,713,333

利息及び配当金の受取額 57,153

利息の支払額 △8,736

法人税等の支払額 △2,271,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 489,782

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 △987,691

その他 △35,923

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,023,614

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

自己株式の取得による支出 △1,852,061

配当金の支払額 △1,045,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,676,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △410,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,620,791

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 9,956,403
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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、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３四半期連結累計期間の営業利益は、電子機器事業で56,970千円、ECS事業で153千

円それぞれ減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  8,106,066  189,570  8,295,636  －  8,295,636

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,106,066  189,570  8,295,636  －  8,295,636

営業利益  1,733,720  829  1,734,549 (465,496)  1,269,053

  
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  26,304,994  586,044  26,891,038  －  26,891,038

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  26,304,994  586,044  26,891,038  －  26,891,038

営業利益  5,297,165  36,325  5,333,490 (1,509,041)  3,824,449

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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 （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） 

 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３四半期連結累計期間の営業利益は、電子機器事

業で12,315千円減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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、台湾 

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、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３四半期連結累計期間の営業利益は、日本で57,123千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） 

 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３四半期連結累計期間の営業利益は、米国で

12,315千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 
 3,085,225  2,125,598  2,441,418  643,395  8,295,636  －  8,295,636

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,128,495  60,830  －  21,051  4,210,376 (4,210,376)  －

計  7,213,720  2,186,428  2,441,418  664,446  12,506,012 (4,210,376)  8,295,636

営業利益（△は営業損失）  1,494,505  31,073  262,874  △70,774  1,717,678 (448,625)  1,269,053

  
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 
 10,243,507  7,851,934  6,218,616  2,576,981  26,891,038  －  26,891,038

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 11,774,528  172,936  －  37,679  11,985,143 (11,985,143)  －

計  22,018,035  8,024,870  6,218,616  2,614,660  38,876,181 (11,985,143)  26,891,038

営業利益  4,510,348  475,772  279,577  64,735  5,330,432 (1,505,983)  3,824,449
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当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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訳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。 

  

〔海外売上高〕 

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,158,657  2,418,562  1,867,041  66,708  6,510,968

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  8,295,636

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 26.0  29.2  22.5  0.8  78.5

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  7,837,359  6,153,405  7,008,074  255,225  21,254,063

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  26,891,038

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 29.1  22.9  26.1  0.9  79.0

（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３四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

３四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３四半期連結会

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。 

 また、当第３四半期連結累計期間において、自己株式の取得を行いました。この結果、当第３四半期連結累

計期間において自己株式が1,848,486千円（20,000株）増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株

式が1,848,486千円となっております。  
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  27,219,281

Ⅱ 売上原価  13,437,593

売上総利益  13,781,688

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,911,214

営業利益  3,870,474

Ⅳ 営業外収益  147,666

Ⅴ 営業外費用  149,904

経常利益  3,868,236

Ⅵ 特別利益  4,472

Ⅶ 特別損失  99,065

税金等調整前四半期純利益  3,773,643

税金費用  1,458,528

四半期純利益  2,315,115
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  3,773,643

減価償却費  385,013

引当金の減少額 △102,564

受取利息及び受取配当金 △127,451

支払利息  9,043

売上債権等の増加額  △2,030,570

たな卸資産の増加額  △1,167,823

仕入債務の増加額   2,563,645

その他  240,732

小計  3,543,668

利息及び配当金の受取額  127,281

利息の支払額 △7,884

法人税等の支払額 △2,274,983

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,388,082

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 △515,929

子会社株式取得による支出 △420,216

その他 △4,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △941,021

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返還による支出 △52,500

株式の発行による収入  161,716

株主への配当金の支払額 △627,362

財務活動によるキャッシュ・フロー △518,146

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,414

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △106,499

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  12,600,654
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  26,555,600  663,681  27,219,281  －  27,219,281

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  26,555,600  663,681  27,219,281  －  27,219,281

営業利益  5,714,795  97,077  5,811,872 (1,941,398)  3,870,474

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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 
 10,148,022  8,242,332  5,972,108  2,856,819  27,219,281  －  27,219,281

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 12,534,358  158,969 －  18,669  12,711,996 (12,711,996) －

計  22,682,380  8,401,301  5,972,108  2,875,488  39,931,277 (12,711,996)  27,219,281

営業利益  5,084,437  468,907  286,677  345,288  6,185,309 (2,314,835)  3,870,474
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