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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） 

（注）米国会計基準に基づき、平成20年3月期の年次決算において非継続となった事業に関し、平成20年3月期第3四半期の連結財務情報を一部修正再表示しておりま
す。  

(2) 連結財政状態 

（注）株主資本の金額は、米国会計基準に従い表示しています。   

(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 継続事業税引前四半期純利益 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 1,434,178 △6.4 30,831 △44.9 △2,535 ― 18,321 △36.3
20年3月期第3四半期 1,532,557 ― 55,970 ― 44,940 ― 28,759 ―

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 2.98 2.98
20年3月期第3四半期 4.68 4.68

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

21年3月期第3四半期 1,544,649 287,710 18.6 △2.00
20年3月期 1,683,837 308,043 18.3 1.31

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 税引前当期純利益 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 1,900,000 △5.8 30,000 △60.6 △20,000 ― 0 △100.0 0.00

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  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） 

詳細は、【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 
 業績予想の前提条件、その他関連する事項については、【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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  1,872,338,099株 20年3月期  1,872,338,099株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  16,610,245株 20年3月期  19,230,255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  1,855,296,320株 20年3月期第3四半期  1,853,367,744株



   

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

  当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧米においては、大手金融機関の破綻を始めとする金融市場の混

乱が実体経済にも波及し、急速に悪化しました。また、中国を中心とするアジアの景気も輸出の減少から、先行き不

透明となりました。 

 こうした中、わが国経済は、個人消費が雇用情勢の急速な悪化に伴う消費者心理の悪化により低迷し、設備投資も

企業収益の悪化により減少しました。 

 このような状況の下、当社グループは、３カ年の中期経営戦略「マスタープラン」及び同プランに沿った中期経営

計画を策定し、このマスタープランの実行に向けて、当社グループでは2008年４月、携帯電話事業の京セラ㈱への事

業譲渡、完成品事業の収益拡大を目指した家電事業の機能集約などの組織変更を行いました。 

  

連結業績概要 

 当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比6.4％減少し、1兆 4,342億円となりました。このうち、国

内売上高は、前年同期比5.0％減少の5,288億円となり、海外売上高は、前年同期比7.3％減少の9,054億円となりまし

た。 

  

 部門別では、コンシューマ部門は、洗濯機などが増加したものの、デジタルカメラなどの売上が減少したことなど

により、前年同期比7.3％減少の5,427億円となりました。 

  

 コマーシャル部門は、ショーケースや業務用厨房機器が増加したものの、大型エアコンや吸収式冷凍機が減少した

ことなどにより、前年同期比0.2％減少の1,945億円となりました。 

  

 コンポーネント部門は、二次電池や太陽電池などの売上が海外を中心に増加したものの、光ピックアップや半導体

の売上が減少し、前年同期比7.5％減少の6,694億円となりました。 

  

 利益面では、円高や原材料価格の高騰などにより、営業利益は、前年同期比251億円減少の308億円となりました。

継続事業税引前利益は、前年同期に三洋電機クレジット株式の売却益を計上していたこともあり、前年同期比475億

円減少の25億円の損失、当期純利益は、携帯電話事業の売却益の計上などにより前年同期比104億円減少の183億円と

なりました。 

  

   

<資産>  

  当第３四半期末の総資産は、前年度末比1,392億円減少の1兆5,446億円となりました。その主な要因は、棚卸資産

は前年度末比222億円増加したものの、売却予定資産が前年度末比569億円減少、受取手形及び売掛金が前年度末比

403億円減少したことなどによるものであります。 

<負債及び資本> 

 当３四半期末の負債合計は、前年度末比1,172億円減少の1兆2,322億円となりました。その主な要因は、一年内返

済長期負債が前年度末比138億円増加したものの、社債及び長期借入金が前年度末比484億円減少、売却予定負債が前

年度末比404億円減少したことなどによるものであります。 

 資本合計は、当期純利益183億円を計上しましたが、その他の包括利益累計額が前年度末比352億円減少したことな

どにより、前年度末比203億円減少の2,877億円となりました。 

<キャッシュ・フロー>  

 当第３四半期連結累計期間におきましては、営業活動による資金は349億円の増加、設備投資などの投資活動によ

る資金は19億円の減少、また、財務活動による資金は515億円の減少となりました。これらに為替変動などの影響を

考慮した現金及び現金等価物の当第３四半期末残高は、前年度末に比べて298億円減少し、2,509億円となりました。

   

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

   

 平成21年３月期の業績の見通しにつきましては、平成21年１月15日に公表しました業績予想の修正から変更はあり

ません。 

  

 *上記の業績見通しは、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと

大きく異なる可能性があります。 

 その要因のうち主なものは、世界各地域の政治及び経済情勢の変動、材料価格の高騰、及び為替相場の変動等であ

ります。（これらに限られるものではありません。） 

  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

  平成18年９月に、米国財務会計基準審議会は、基準書第157号「公正価値による測定」を発行しました。当社

では、平成20年４月１日より適用しております。基準書第157号適用による当社の経営成績及び財政状態に与え

る重要な影響はありません。 

  

  平成18年９月に、米国財務会計基準審議会は、基準書第158号「確定給付型年金及びその他の退職給付制度に

関する事業主の会計－基準書第87号、第88号、第106号及び第132号（改訂）の改訂」を発行しました。当社は、

退職給付債務の測定日の変更について、平成20年４月１日より適用しております。この適用により、平成20年度

期首において、連結貸借対照表の「利益剰余金」が4,095百万円、「その他の包括利益（損失）累計額」の年金

債務調整額が7,504百万円減少しております。 

  

  平成19年２月に、米国財務会計基準審議会は、基準書第159号「金融資産及び金融負債に関する公正価値の選

択―基準書第115号の改訂を含む」を発行しました。当社では、平成20年４月１日より適用しております。基準

書第159号適用による当社の経営成績及び財政状態に与える重要な影響はありません。 

  

  

  



 

【 連 結 】

  

比 較 連 結 貸 借 対 照 表 
  (単位：百万円)

項目 

 平成20年度 
第３四半期末 
(平成20年 
12月31日現在)

平成19年度末 
  

(平成20年 
3月31日現在)

 増減  項目 

 平成20年度 
第３四半期末 
(平成20年 
12月31日現在)

平成19年度末 
  

(平成20年 
3月31日現在)

 増減 

 (資産の部）     (負債の部）    

 流動資産     流動負債    

現金及び預金    109,228  204,237  △95,009 短期借入金  143,629  166,570  △22,941

定期預金  141,715  76,469  65,246 一年内返済長期負債  82,462  68,647  13,815

有価証券  63  2,188  △2,125 支払手形及び買掛金  336,509  359,008  △22,499

受取手形及び売掛金  334,273  374,576  △40,303 関係会社支払手形・買掛金  5,316  4,896  420

関係会社受取手形・売掛金  29,462  33,756  △4,294 設備関係支払手形・未払金  26,176  24,694  1,482

貸倒引当金  △7,666  △7,954  288 未払税金  5,359  7,016  △1,657

棚卸資産  308,398  286,165  22,233 従業員預り金  11,070  11,221  △151

繰延税金  6,740  6,687  53 売却予定負債  －  40,449  △40,449

売却予定資産  －  56,908  △56,908 その他  184,337  180,828  3,509

その他  57,104  60,887  △3,783  計  794,858  863,329  △68,471

 計  979,317  1,093,919  △114,602      

     社債及び長期借入金  222,753  271,120  △48,367

 投資及び貸付金    未払退職・年金費用  200,421  199,597  824

関係会社投資・貸付金  45,894  46,877  △983 長期繰延税金  8,428  8,961  △533

その他の投資・貸付金  25,014  30,736  △5,722  その他  5,707  6,393  △686

 計  70,908  77,613  △6,705 負債合計  1,232,167  1,349,400  △117,233

          

 有形固定資産     少数株主持分  24,772  26,394  △1,622

建物  379,547  382,416  △2,869      

機械及びその他  765,361  778,019  △12,658 (資本の部）       

減価償却累計額  △814,989  △819,036  4,047 資本金  322,242  322,242  －

土地  87,821  90,663  △2,842 資本剰余金  781,951  781,951  －

建設仮勘定  18,745  11,554  7,191 利益剰余金  △590,855  △604,626  13,771

 計  436,485  443,616  △7,131
その他の包括利益 
(△損失)累計額  △219,048  △183,828  △35,220

      計  294,290  315,739  △21,449

長期繰延税金  11,037  10,686  351         

その他の資産  46,902  58,003  △11,101 自己株式  △6,580  △7,696  1,116

             

      資本合計  287,710  308,043  △20,333

 資産合計  1,544,649  1,683,837  △139,188 負債・少数株主持分・資本合計  1,544,649  1,683,837  △139,188



【 連 結 】 

比 較 連 結 損 益 計 算 書 
（12月31日に終了した９カ月間） 

  

  （単位：百万円）

項目 

平成20年度 
第３四半期連結累計期間 
(平成20年4月 1日から 
平成20年12月31日まで) 

平成19年度 
第３四半期連結累計期間 
(平成19年4月 1日から 
平成19年12月31日まで) 

前年同期増減 

金額 百分比 金額 百分比 金額 比率 

    ％   ％   ％ 

売上高  1,434,178  100.0  1,532,557  100.0  △98,379  △6.4

その他の営業収益  54,910  3.8  55,262  3.6  △352  △0.6

売上高・営業収益計  1,489,088  103.8  1,587,819  103.6  △98,731  △6.2

売上原価      1,210,783  84.4  1,288,516  84.0  △77,733  △6.0

販売費及び一般管理費  247,474  17.3  243,333  15.9  4,141  1.7

営業利益  30,831  2.1  55,970  3.7  △25,139  △44.9

営業外収益  19,706  1.4  35,289  2.3  △15,583  △44.2

受取利息及び配当金 (3,042)  (6,504)  (△3,462)  

その他の収益 (16,664)  (28,785)  (△12,121)  

営業外費用  53,072  3.7  46,319  3.1  6,753  14.6

支払利息 (9,516)  (12,697)  (△3,181)  

その他の費用 (43,556)  (33,622)  (9,934)  

継続事業税引前利益  △2,535  △0.2  44,940  2.9  △47,475  －

法人税等  7,547  0.5  11,764  0.7  △4,217  △35.8

継続事業少数株主持分損益控
除前利益 

 △10,082  △0.7  33,176  2.2  △43,258  －

少数株主持分損益(控除)  2,359  0.2  2,661  0.2  △302  △11.3

継続事業当期純利益  △12,441  △0.9  30,515  2.0  △42,956  －

 非継続事業             

   非継続事業税引前利益  31,557  2.2  △1,170  △0.1  32,727  －

   法人税等  795  0.0  586  0.0  209  35.7

   非継続事業当期純利益  30,762  2.2  △1,756  △0.1  32,518  －

 当期純利益  18,321  1.3  28,759  1.9  △10,438  △36.3



【 連 結 】 

比 較 連 結 損 益 計 算 書 
（12月31日に終了した３カ月間） 

  

  （単位：百万円）

項目 

平成20年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成20年10月 1日から 
平成20年12月31日まで) 

平成19年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成19年10月 1日から 
平成19年12月31日まで) 

前年同期増減 

金額 百分比 金額 百分比 金額 比率 

    ％   ％   ％ 

売上高  427,519  100.0  550,851  100.0  △123,332  △22.4

その他の営業収益  18,696  4.4  16,510  3.0  2,186  13.2

売上高・営業収益計  446,215  104.4  567,361  103.0  △121,146  △21.4

売上原価      363,752  85.1  456,617  82.9  △92,865  △20.3

販売費及び一般管理費  75,597  17.7  81,780  14.8  △6,183  △7.6

営業利益  6,866  1.6  28,964  5.3  △22,098  △76.3

営業外収益  4,574  1.1  4,929  0.9  △355  △7.2

受取利息及び配当金 (480)  (1,813)  (△1,333)  

その他の収益 (4,094)  (3,116)  (978)  

営業外費用  22,650  5.3  15,292  2.8  7,358  48.1

支払利息 (2,766)  (3,986)  (△1,220)  

その他の費用 (19,884)  (11,306)  (8,578)  

継続事業税引前利益  △11,210  △2.6  18,601  3.4  △29,811  －

法人税等  2,850  0.7  5,798  1.1  △2,948  △50.8

継続事業少数株主持分損益控
除前利益 

 △14,060  △3.3  12,803  2.3  △26,863  －

少数株主持分損益(控除)  230  0.0  1,055  0.2  △825  △78.2

継続事業当期純利益  △14,290  △3.3  11,748  2.1  △26,038  －

 非継続事業             

   非継続事業税引前利益  △37  △0.1  1,056  0.2  △1,093  －

   法人税等  －  －  26  0.0  △26  －

   非継続事業当期純利益  △37  △0.1  1,030  0.2  △1,067  －

 当期純利益  △14,327  △3.4  12,778  2.3  △27,105  －



【 連 結 】

比較連結キャッシュ・フロー計算書 
（12月31日に終了した９カ月間） 

  

  （単位：百万円）

項目  

平成20年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成20年４月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成19年４月１日から 
平成19年12月31日まで） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー     

当期純利益  18,321  28,759

減価償却費及びその他の償却費  61,449  66,991

固定資産の減損  1,527  908

受取手形及び売掛金の減少（△増加）  20,010  △33,591

棚卸資産の増加  △41,390  △13,340

支払手形及び買掛金の増加（△減少）  △1,055  25,474

その他  △23,999  △13,499

営業活動によるキャッシュ・フロー計  34,863  61,702

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券及び投資有価証券の減少  3,476  39,256

有形固定資産の購入及び売却  △54,273  △48,710

その他  48,848  33

投資活動によるキャッシュ・フロー計  △1,949  △9,421

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の減少  △15,631  △29,551

長期負債の減少  △36,212  △115,450

金銭信託の払い出しによる収入  －  88,000

配当金の支払  △761  △675

その他  1,075  1,267

財務活動によるキャッシュ・フロー計  △51,529  △56,409

Ⅳ．為替変動の現金及び現金等価物への影響額  △11,148  △1,033

Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額  △29,763  △5,161

Ⅵ．現金及び現金等価物の期首残高  280,706  334,686

Ⅶ．現金及び現金等価物の期末残高  250,943  329,525



【 連 結 】

比較連結キャッシュ・フロー計算書 
（12月31日に終了した３カ月間） 

  

  （単位：百万円）

項目 

平成20年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成20年10月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成19年10月１日から 
平成19年12月31日まで） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー     

当期純利益（△損失）  △14,327  12,778

減価償却費及びその他の償却費  20,255  23,247

固定資産の減損  15  58

受取手形及び売掛金の減少（△増加）  47,689  △6,638

棚卸資産の増加  △12,904  △5,392

支払手形及び買掛金の減少  △30,267  △2,293

その他  △1,468  10,310

営業活動によるキャッシュ・フロー計  8,993  32,070

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券及び投資有価証券の減少  513  68

有形固定資産の購入及び売却  △19,869  △23,240

その他  3,215  1,742

投資活動によるキャッシュ・フロー計  △16,141  △21,430

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の減少  △5,938  △19,810

長期負債の減少  △1,372  △11,976

金銭信託の払い出しによる収入  －  27,400

配当金の支払  △68  △112

その他  △17  △14

財務活動によるキャッシュ・フロー計  △7,395  △4,512

Ⅳ．為替変動の現金及び現金等価物への影響額  △11,997  △288

Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額  △26,540  5,840

Ⅵ．現金及び現金等価物の期首残高  277,483  323,685

Ⅶ．現金及び現金等価物の期末残高  250,943  329,525



【 連 結 】

事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト 

  

（12月31日に終了した９カ月間） （単位：百万円）

項目 

平成20年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成20年４月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成19年４月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

売 
上 
高 
及 
び 
営 
業 
収 
益 

    ％   ％   ％ 

コンシューマ部門  545,160  36.3  589,889  36.7  △44,729  △7.6

コマーシャル部門  195,472  13.0  198,064  12.3  △2,592  △1.3

コンポーネント部門  677,802  45.1  735,654  45.7  △57,852  △7.9

その他部門  84,095  5.6  85,451  5.3  △1,356  △1.6

計  1,502,529  100.0  1,609,058  100.0  △106,529  △6.6

消去又は全社  △13,441 －     △21,239 －     7,798 －    

連結  1,489,088 －     1,587,819 －     △98,731  △6.2

営 
業 
利 
益 

コンシューマ部門  654  1.3  11,281  14.4  △10,627  △94.2

コマーシャル部門  5,633  10.7  4,867  6.2  766  15.7

コンポーネント部門  45,756  87.2  59,939  76.6  △14,183  △23.7

その他部門  426  0.8  2,140  2.8  △1,714  △80.1

計  52,469  100.0  78,227  100.0  △25,758  △32.9

消去又は全社  △21,638 －     △22,257 －     619 －    

連結  30,831 －    55,970 －     △25,139  △44.9



【 連 結 】

  

 （注）１．事業区分及び当該事業区分に属する主な製品 

  

コンシューマ部門  ：テレビ・プロジェクター等の映像機器、オーディオ機器、デジタルカメラ・ 

ナビゲーションシステム等の情報通信機器、冷蔵庫・エアコン・洗濯機等の 

家庭用機器 

コマーシャル部門  ：ショーケース・大型エアコン等の業務用機器、業務用厨房機器 

  

コンポーネント部門：半導体、電子部品、一次電池、二次電池、太陽電池等 

  

そ の 他 部 門    ：物流、保守等 

  

２．基礎的研究費及び親会社の本社管理部門に関わる費用については、配賦不能営業費用として、 

「消去又は全社」の項目に含めています。 

  

３．米国財務会計基準審議会基準書第144号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」の規定に従い、 

事業の種類別セグメントは、非継続事業に係る金額を除外しております。 

これに伴い、平成19年度第３四半期連結累計期間及び平成19年度第３四半期連結会計期間の 

連結財務情報を一部組替再表示しております。     

  

（12月31日に終了した３カ月間） 

 

（単位：百万円）

項目 

平成20年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成20年10月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成19年10月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

売 
上 
高 
及 
び 
営 
業 
収 
益 

    ％   ％   ％ 

コンシューマ部門  170,601  37.8  225,085  39.2  △54,484  △24.2

コマーシャル部門  65,575  14.5  67,489  11.8  △1,914  △2.8

コンポーネント部門  188,431  41.8  255,235  44.4  △66,804  △26.2

その他部門  26,377  5.9  26,679  4.6  △302  △1.1

計  450,984  100.0  574,488  100.0  △123,504  △21.5

消去又は全社  △4,769 －     △7,127 －     2,358 －    

連結  446,215 －     567,361 －     △121,146  △21.4

営 
業 
利 
益 

コンシューマ部門  946  6.8  8,579  23.9  △7,633  △89.0

コマーシャル部門  3,015  21.5  2,573  7.1  442  17.2

コンポーネント部門  9,574  68.4  24,107  67.1  △14,533  △60.3

その他部門  468  3.3  690  1.9  △222  △32.2

計  14,003  100.0  35,949  100.0  △21,946  △61.0

消去又は全社  △7,137 －     △6,985 －     △152 －    

連結  6,866 －     28,964 －     △22,098  △76.3



継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 「【定性的情報・財務諸表等】 4.その他」をご覧下さい。 

  



【 連 結 】

部 門 別 連 結 売 上 高 比 較 表 
  

  

  

  

  

  

（12月31日に終了した９カ月間） （単位：百万円）

項目 
  

平成20年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成20年４月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結累計期間 
（平成19年４月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

    ％   ％   ％ 

コンシューマ部門  542,732  37.8  585,455  38.2  △42,723  △7.3

コマーシャル部門  194,469  13.6  194,947  12.7  △478  △0.2

コンポーネント部門  669,411    46.7  723,704  47.2  △54,293  △7.5

その他部門  27,566  1.9  28,451  1.9  △885  △3.1

合計  1,434,178  100.0  1,532,557  100.0  △98,379  △6.4

内 
訳 

国内売上高  528,827  36.9  556,370  36.3  △27,543  △5.0

海外売上高  905,351  63.1  976,187  63.7  △70,836  △7.3

  

（12月31日に終了した３カ月間） 

 

（単位：百万円）

項目 
  

平成20年度 
 第３四半期連結会計期間 
（平成20年10月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成19年10月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

    ％   ％   ％ 

コンシューマ部門  168,269  39.4  223,402  40.6  △55,133  △24.7

コマーシャル部門  65,598  15.3  65,790  11.9  △192  △0.3

コンポーネント部門  185,748    43.4  251,678  45.7  △65,930  △26.2

その他部門  7,904  1.9  9,981  1.8  △2,077  △20.8

合計  427,519   100.0  550,851  100.0  △123,332  △22.4

内 
訳 

国内売上高  172,207  40.3  203,844  37.0  △31,637  △15.5

海外売上高  255,312  59.7  347,007  63.0  △91,695  △26.4



  

  

１．12月31日に終了した９カ月間 

  

２．12月31日に終了した３カ月間 

１．当社の連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。 

２．営業利益及びセグメント情報は、日本基準に基づいて作成しております。 

３．連結対象会社数 184社、持分法適用会社数 57社 

４．米国会計基準に基づき、平成19年度の年次決算において非継続となった事業に関し、平成19年度第３四半期連結累

計期間及び平成19年度第３四半期会計期間の連結財務情報を一部組替再表示しております。 

５．（ ）内は売上高に対する比率であります。 

  

  
平成20年度 第３四半期 

  
    

連  結  決  算  概  要 

  

  （単位：百万円）

  

平成20年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成20年４月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結累計期間  
（平成19年４月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減率 

売上高 1,434,178 1,532,557 ％ △6.4

営業利益 
30,831 
(2.1％) 

55,970 
(3.7％) 

％ △44.9

継続事業税引前利益 
△2,535 
(△0.2％) 

44,940 
(2.9％) 

 －

当期純利益 
18,321 
(1.3％) 

28,759 
(1.9％) 

％ △36.3

１株当たり当期純利益 
円 銭 
2 98 

円 銭 
4 68 

 －

  （単位：百万円）

  

平成20年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成20年10月１日から 
平成20年12月31日まで） 

平成19年度 
第３四半期連結会計期間  
（平成19年10月１日から 
平成19年12月31日まで） 

前年同期増減率 

売上高  427,519  550,851 ％ △22.4

営業利益 
 

(1.6％) 
6,866  

(5.3％) 
28,964

％ △76.3

継続事業税引前利益 
 

(△2.6％) 
△11,210  

(3.4％) 
18,601

 －

当期純利益 
 

(△3.4％) 
△14,327  

(2.3％) 
12,778

 －

１株当たり当期純利益 
円 銭 
△2 33 

円 銭 
2 08 

 －
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7. その他補足情報

※記載金額は、百万円未満を四捨五入しています。

平成21年3月期（2008年度）
第3四半期 決算補足資料

（自：2008年4月1日　　至：2008年12月31日）

（将来の見通しに関する注意事項）

本資料に掲載されている過去の事実以外の記述は、当社グループの現在の計画、見通し、戦略等から予測した将来の業績に
関する見通しであり、これらは、現時点で得られる情報をもとにして当社グループが経営判断したものです。従いまして、取得す
る情報の正確性や信頼性について、保証を行うものではありません。これらの情報のみに全面的に依拠することはなさらないよ
うにお願いします。
業績見通しには、さまざまなリスクや不確実性などの変更要因を含んでおり、影響を与えうる重要な要因には、次のようなもの
があります。1）当社グループが取り組んでいる事業における経済情勢や資本市場の大幅な変動、消費行動の変化、2）国際的
な事業展開を行う上で米ドルまたはその他の通貨と円との為替レートの変動、3）各国市場における様々な貿易規則、4）急激な
技術革新、市場競争、価格競争の中で当社グループが新技術、新商品、サービスを提供できる能力、など。ただし、業績に影響
を与える要因はこれらに限定されるものではなく、潜在的なリスクや不確実性を含んでいますので、ご承知おきください。



1. 連結経営成績 （百万円）

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

1,434,178 1,532,557 △98,379 427,519 550,851 △123,332 1,900,000 2,017,824 △117,824
30,831 55,970 △25,139 6,866 28,964 △22,098 30,000 76,141 △46,141
△2,535 44,940 △47,475 △11,210 18,601 △29,811 △20,000 57,228 △77,228

△12,441 30,515 △42,956 △14,290 11,748 △26,038 △30,800 39,148 △69,948
30,762 △1,756 32,518 △37 1,030 △1,067 30,800 △10,448 41,248
18,321 28,759 △10,438 △14,327 12,778 △27,105 0 28,700 △28,700

2.98 4.68 △1.70 △2.33 2.08 △4.41 0 4.67 △4.67

※米国会計基準に基づき、2007年度の年次決算において非継続となった事業に関し、2007年度の連結財務情報を一部組替再表示しております。

2. 事業の種類別セグメント （百万円）

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

売上高 コンシューマ部門 545,160 589,889 △44,729 170,601 225,085 △54,484
及び AV・情報通信機器 382,760 419,772 △37,012 118,977 166,723 △47,746
営業収益 電化機器 162,400 170,117 △7,717 51,624 58,362 △6,738

コマーシャル部門 195,472 198,064 △2,592 65,575 67,489 △1,914
コンポーネント部門 677,802 735,654 △57,852 188,431 255,235 △66,804
電子デバイス 204,082 253,796 △49,714 54,921 84,156 △29,235
電池 387,586 360,843 26,743 110,863 130,434 △19,571
その他 86,134 121,015 △34,881 22,647 40,645 △17,998

その他部門 84,095 85,451 △1,356 26,377 26,679 △302
消去又は全社 △13,441 △21,239 7,798 △4,769 △7,127 2,358
連結 1,489,088 1,587,819 △98,731 446,215 567,361 △121,146

営業利益 コンシューマ部門 654 11,281 △10,627 946 8,579 △7,633
AV・情報通信機器 3,760 15,864 △12,104 1,369 10,313 △8,944
電化機器 △3,106 △4,583 1,477 △423 △1,734 1,311

コマーシャル部門 5,633 4,867 766 3,015 2,573 442
コンポーネント部門 45,756 59,939 △14,183 9,574 24,107 △14,533
電子デバイス △8,347 15,230 △23,577 △6,073 4,862 △10,935
電池 52,960 38,176 14,784 15,454 16,196 △742
その他 1,143 6,533 △5,390 193 3,049 △2,856

その他部門 426 2,140 △1,714 468 690 △222
消去又は全社 △21,638 △22,257 619 △7,137 △6,985 △152
連結 30,831 55,970 △25,139 6,866 28,964 △22,098

3. 営業外損益 （百万円）

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

金融収支 △6,474 △6,193 △281 △2,286 △2,173 △113
固定資産減損 △1,399 △908 △491 △16 △58 42
固定資産処分損益 2,846 △1,202 4,048 278 △1,299 1,577
投資有価証券売却損益 1,641 17,126 △15,485 54 178 △124
為替差損益 △12,940 △6,496 △6,444 △12,237 △3,317 △8,920
持分法投資損益 1,125 3,184 △2,059 312 250 62
投資有価証券評価損益 △1,083 △687 △396 △727 △3 △724
その他 △17,082 △15,854 △1,228 △3,454 △3,941 487
営業外損益合計 △33,366 △11,030 △22,336 △18,076 △10,363 △7,713

通期（12カ月間）

売 上 高

当 期 純 利 益

継 続 事 業 税 引 前 利 益

営 業 利 益

非 継 続 事 業 当 期 純 利 益

継 続 事 業 当 期 純 利 益

2008年度
予想

2007年度
実績

増減

増減

1株当たり当期純利益 （円）

2007年度
実績

増減
2008年度

実績
2007年度

実績
増減

2008年度
実績

2008年度
実績

2007年度
実績

2008年度
実績

2007年度
実績

増減

2007年度
実績

増減
2008年度

実績
2007年度

実績
増減

2008年度
実績



4. 売上高

(1) 部門別売上高 （百万円）

542,732 585,455 △42,723 △7% 168,269 223,402 △55,133 △25%
236,390 256,113 △19,723 △8% 81,230 103,138 △21,908 △21%
306,342 329,342 △23,000 △7% 87,039 120,264 △33,225 △28%
194,469 194,947 △478 △0% 65,598 65,790 △192 △0%
126,110 126,693 △583 △0% 42,068 41,503 565 1%
68,359 68,254 105 0% 23,530 24,287 △757 △3%
669,411 723,704 △54,293 △8% 185,748 251,678 △65,930 △26%
140,532 149,214 △8,682 △6% 41,792 50,618 △8,826 △17%
528,879 574,490 △45,611 △8% 143,956 201,060 △57,104 △28%
27,566 28,451 △885 △3% 7,904 9,981 △2,077 △21%
25,795 24,350 1,445 6% 7,117 8,585 △1,468 △17%
1,771 4,101 △2,330 △57% 787 1,396 △609 △44%

1,434,178 1,532,557 △98,379 △6% 427,519 550,851 △123,332 △22%
528,827 556,370 △27,543 △5% 172,207 203,844 △31,637 △16%
905,351 976,187 △70,836 △7% 255,312 347,007 △91,695 △26%

※商品別に第三者への外販を集計したものであり、事業の種類別セグメントの売上高とは一致しません。

(2) 地域別売上高 （百万円）

905,351 976,187 △70,836 △7% 255,312 347,007 △91,695 △26%
185,489 204,571 △19,082 △9% 53,199 72,797 △19,598 △27%
163,414 181,321 △17,907 △10% 46,254 64,977 △18,723 △29%
504,532 541,998 △37,466 △7% 140,344 191,915 △51,571 △27%
51,916 48,297 3,619 7% 15,515 17,318 △1,803 △10%
528,827 556,370 △27,543 △5% 172,207 203,844 △31,637 △16%

1,434,178 1,532,557 △98,379 △6% 427,519 550,851 △123,332 △22%

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

2008年度
実績

2007年度
実績

増減 増減比
2008年度

実績
増減比

2007年度
実績

増減

2008年度
実績

2007年度
実績

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

増減 増減比
2008年度

実績
2007年度

実績
増減 増減比

海 外 計

国 内 計

合 計

海 外

北 米

ヨ ー ロ ッ パ

ア ジ ア

そ の 他

国 内

海 外

国 内

海 外

国 内

コ ン シ ュ ー マ 部 門

合 計

そ の 他 部 門

コンポーネント部門

コ マ ー シ ャ ル 部 門

国 内

海 外

国 内

海 外



(3) 主要製品売上高 （百万円）

テレビ 83,939 87,239 △3,300 △4% 25,663 35,136 △9,473 △27%
国内 5,421 5,597 △176 △3% 2,033 3,886 △1,853 △48%
海外 78,518 81,642 △3,124 △4% 23,630 31,250 △7,620 △24%

プロジェクター 38,820 43,274 △4,454 △10% 11,876 14,558 △2,682 △18%
国内 1,339 5,092 △3,753 △74% 409 1,633 △1,224 △75%
海外 37,481 38,182 △701 △2% 11,467 12,925 △1,458 △11%

デジタルカメラ 152,362 173,053 △20,691 △12% 49,461 75,914 △26,453 △35%
国内 83,837 87,879 △4,042 △5% 29,475 38,498 △9,023 △23%
海外 68,525 85,174 △16,649 △20% 19,986 37,416 △17,430 △47%

情報機器 43,286 43,221 65 0% 13,036 14,859 △1,823 △12%
国内 35,461 36,343 △882 △2% 10,523 12,741 △2,218 △17%
海外 7,825 6,878 947 14% 2,513 2,118 395 19%

冷蔵庫 31,307 35,000 △3,693 △11% 7,394 10,886 △3,492 △32%
国内 13,465 15,930 △2,465 △15% 3,422 4,903 △1,481 △30%
海外 17,842 19,070 △1,228 △6% 3,972 5,983 △2,011 △34%

エアコン 27,763 35,409 △7,646 △22% 5,578 8,221 △2,643 △32%
国内 4,945 11,583 △6,638 △57% 949 3,476 △2,527 △73%
海外 22,818 23,826 △1,008 △4% 4,629 4,745 △116 △2%

洗濯機 29,385 23,311 6,074 26% 10,430 8,994 1,436 16%
国内 22,218 16,813 5,405 32% 8,327 6,610 1,717 26%
海外 7,167 6,498 669 10% 2,103 2,384 △281 △12%

ショーケース 43,321 39,387 3,934 10% 14,639 12,342 2,297 19%
国内 27,041 24,154 2,887 12% 8,889 7,343 1,546 21%
海外 16,280 15,233 1,047 7% 5,750 4,999 751 15%

大型エアコン 52,338 55,953 △3,615 △6% 17,163 19,362 △2,199 △11%
国内 20,595 24,839 △4,244 △17% 6,224 8,684 △2,460 △28%
海外 31,743 31,114 629 2% 10,939 10,678 261 2%

業務用厨房機器 28,025 20,437 7,588 37% 10,038 6,293 3,745 60%
国内 25,524 18,513 7,011 38% 9,601 5,545 4,056 73%
海外 2,501 1,924 577 30% 437 748 △311 △42%

半導体 102,075 128,952 △26,877 △21% 26,069 41,761 △15,692 △38%
国内 39,684 45,776 △6,092 △13% 11,003 14,823 △3,820 △26%
海外 62,391 83,176 △20,785 △25% 15,066 26,938 △11,872 △44%

電子部品 82,076 93,692 △11,616 △12% 22,868 32,230 △9,362 △29%
国内 9,623 12,936 △3,313 △26% 3,142 4,190 △1,048 △25%
海外 72,453 80,756 △8,303 △10% 19,726 28,040 △8,314 △30%

二次電池 284,163 269,452 14,711 5% 79,053 98,498 △19,445 △20%
国内 49,300 50,267 △967 △2% 15,742 18,197 △2,455 △13%
海外 234,863 219,185 15,678 7% 63,311 80,301 △16,990 △21%

太陽電池 67,238 53,260 13,978 26% 20,331 19,089 1,242 7%
国内 16,005 15,750 255 2% 5,600 6,491 △891 △14%
海外 51,233 37,510 13,723 37% 14,731 12,598 2,133 17%

光ピックアップ 68,382 103,462 △35,080 △34% 16,334 34,759 △18,425 △53%
国内 4,329 6,547 △2,218 △34% 102 1,178 △1,076 △91%
海外 64,053 96,915 △32,862 △34% 16,232 33,581 △17,349 △52%

増減比

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

2008年度
実績

2007年度
実績

増減 増減比
2008年度

実績
2007年度

実績
増減

コンシューマ
部門

コマーシャル
部門

コンポーネント
部門



5. 連結貸借対照表項目 （百万円）

2008年度

第3四半期末

総資産 1,544,649 1,683,837 △139,188
株主資本 287,710 308,043 △20,333
株主資本比率 18.6% 18.3% 0.3ﾎﾟｲﾝﾄ
棚卸資産 308,398 286,165 22,233
有利子負債残高 430,872 488,886 △58,014
ネット有利子負債残高 179,929 208,180 △28,251
デット・エクイティ・レシオ 1.5倍 1.6倍 △0.1倍

1株当たり株主資本 （円） △2.00 1.31 △3.31

6. 連結キャッシュ・フロー項目 （百万円）

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

営業キャッシュ・フロー 34,863 61,702 △26,839 8,993 32,070 △23,077
投資キャッシュ・フロー △1,949 △9,421 7,472 △16,141 △21,430 5,289
フリー・キャッシュ・フロー 32,914 52,281 △19,367 △7,148 10,640 △17,788
財務キャッシュ・フロー △51,529 △56,409 4,880 △7,395 △4,512 △2,883
現預金残高（期末） 250,943 329,525 △78,582 250,943 329,525 △78,582

7. その他補足情報 （百万円）

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

設備投資 63,660 52,506 11,154 17,834 16,581 1,253
電池 32,749 22,260 10,489 8,907 6,489 2,418
電子部品 11,320 11,649 △329 2,601 4,396 △1,795
半導体 3,827 4,177 △350 912 1,135 △223
その他 15,764 14,420 1,344 5,414 4,561 853

減価償却費（有形固定資産） 54,075 53,532 543 17,879 18,483 △604

第3四半期累計（9カ月間） 第3四半期（3カ月間）

為替レート USドル 期中平均 103円 117円 △14円 96円 113円 △17円
期末 91円 114円 △23円 91円 114円 △23円

ユーロ 期中平均 151円 163円 △12円 127円 164円 △37円
期末 128円 167円 △39円 128円 167円 △39円

第3四半期末

関係会社数 240 254 △14
連結子会社数 183 190 △7
持分法適用会社数 57 64 △7

従業員数 92,879名 100,552名 △7,673名
国内 29,385名 30,254名 △869名
海外 63,494名 70,298名 △6,804名

2007年度末 増減

2008年度
実績

2007年度
実績

増減

2008年度
実績

2007年度
実績

増減
2008年度

実績

2008年度
実績

2007年度
実績

増減

増減

2007年度
実績

増減

2008年度
実績

2007年度
実績

2008年度
実績

2007年度
実績

増減

2008年度
実績

2007年度
実績

増減




