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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 284,573 ― △97,998 ― △111,778 ― △117,991 ―
20年3月期第3四半期 315,084 △8.9 943 △98.2 △8,943 ― 5,699 △87.2

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 △908.99 ―
20年3月期第3四半期 43.97 43.57

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 812,543 220,626 27.1 1,697.84
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3四半期  220,401百万円 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 ― 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） 
（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。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、5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、6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、6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. 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。 
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 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3四半期  129,813,600株 20年3月期  129,770,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,296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3四半期  129,805,223株 20年3月期第3四半期  129,613,812株

Elpida Memory, Inc.
会社ロゴ



【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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～12月31日）の状況 

   （単位：億円）

 平成21年３月期

第３四半期 

平成21年３月期

第２四半期 

前四半期比 

増 減（％）

平成20年３月期 

第３四半期 

前年同期比 

増 減（％）

プレミアＤＲＡＭ 271 507 -46.5 583 -53.5 
 

コンピューティングＤＲＡＭ 347 629 -44.9 357 -3.0 

売上高 618 1,136 -45.6 940 -34.3 

売上総利益（△損失） △429 △80 - 52 - 

営業損失 △579 △245 - △89 - 

経常損失 △661 △303 - △128 - 

四半期純損失 △723 △319 - △121 - 

※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

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

 

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～12月31日、以下「当四半期」）は、金融危機の拡大

が、個人消費の落ち込み、企業の生産調整、失業率の上昇を加速させ、世界経済は急速に悪化致しまし

た。 

ＤＲＡＭ業界では、９月中旬以降からメーカー数社が行った減産の効果が現れ始めましたが、世界的

な景気後退を背景にＰＣ、デジタル家電、携帯電話の消費が落ち込んだ結果、ＤＲＡＭ需要は大幅に減

退しました。この需要減を受けて、ＤＲＡＭの主要製品である１Ｇビット ＤＤＲ２型ＳＤＲＡＭでは、

平均スポット価格が前四半期比で約50％下落[1]しました。 

このような非常に厳しい事業環境の中、当社グループは、価格対応力の低い90ナノプロセスでの生産

を縮小し、よりコスト競争力の高い65ナノプロセスでの生産に順次切り替えていくことで、コスト改善

を進めてまいりました。 

当四半期における当社グループの出荷ビット成長率は前四半期比５％増となり、平均販売単価は前述

の価格下落の影響とプレミアＤＲＡＭ（デジタル家電及びモバイル機器向けＤＲＡＭ）の出荷減により

前四半期比44％減となりました。 

これらの結果、当四半期の売上高は前四半期比46％減となる618億円となりました。売上総損失は、生

産コストを大きく下回る水準で販売価格が推移したことに加え、円高の影響も受け、429億円（前四半期

は80億円の損失）となり、営業損失は579億円（前四半期は245億円の損失）となりました。経常損失は、

台湾のＤＲＡＭ生産合弁会社であるRexchip Electronics Corporation（以下「Rexchip社」）を主とす

る持分法による投資損失74億円を計上したことなどにより、661億円（前四半期は303億円の損失）とな

りました。四半期純損失は、特別損失として訴訟和解引当金繰入額54億円を計上したことなどにより723

億円（前四半期は319億円の損失）となりました。 

 

なお、平成21年３月期 第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、

平成21年３月期 第１四半期決算短信（平成20年８月７日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年11

月６日開示）をご参照ください。 

 

 

                              
[1] 出典：DRAMeXchange 
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□ プレミアＤＲＡＭ 

当四半期において、世界景気の後退を背景にデジタル家電や携帯電話等の販売が落ち込みました。こ

れを受けて、当社のお客さまであるデジタル家電メーカーやモバイル機器メーカー各社が大幅な生産調

整を行った結果、これら機器向けのＤＲＡＭ需要は激減しました。この結果、プレミアＤＲＡＭの売上

高は前四半期比47％減の271億円となりました。 

当社グループは収益改善を図るため、お客さまの当社製品に対する評価・認定作業のサポートを強化

し、より先端なプロセスで生産した製品への販売切り替えを促進することでコスト低減を進めておりま

す。加えて、Ｍｏｂｉｌｅ ＲＡＭ™ ベースのＭＣＰ（Multi Chip Package）製品や、１チップソリューショ

ンを実現する大容量・高バンド幅製品、より低消費電力動作が可能な製品など、高機能・高性能製品の

ラインアップを拡充し、顧客基盤の拡大に尽力しています。 

 

□ コンピューティングＤＲＡＭ 

当四半期におけるコンピューティングＤＲＡＭビジネスでは、ＰＣ向けＤＲＡＭ製品の大幅な価格下

落の影響を受け、売上高は前四半期比45％減となる347億円となりました。 

ＤＤＲ３ ＳＤＲＡＭについては、新チップセットの市場投入時期の遅れにより、ＤＤＲ３製品の市

場拡大のペースが期待を下回ったものの、出荷数量はノートＰＣやサーバ向けを中心として前四半期よ

り増加しました。この結果、コンピューティングＤＲＡＭビジネスに占めるＤＤＲ３の売上高比率は

10％強となりました。 

当社グループは、当四半期において65ナノプロセス シュリンク版の製品につき高い歩留まりを達成

しており、同製品への生産の切り替えを計画前倒しで行っております。加えて、50ナノプロセス品につ

いても平成20年11月に開発が完了しており、１－３月期より量産を開始する予定です。これによりコス

ト競争力の強化を進めてまいります。 

 

 

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、前期末比582億円増の8,125億円となりました。この主な増加要因は、長期コミットメント

期間付タームローン（以下「長期コミットメントライン」）1,100億円の引き出し及び転換価額修正条

項付新株予約権付社債（以下「転換社債」）500億円の発行（注：60億円の株式転換後、平成21年１月

９日に差額440億円を繰上償還しております。）等による現金及び預金の増加です。また主な減少要因

は、売上高の減少に伴う売掛金の減少、減価償却による有形固定資産の減少、持分法による投資損失の

計上と円高に伴う投資有価証券の減少です。 

有利子負債残高は、長期コミットメントラインの引き出し及び転換社債の発行等により、前期末比

1,670億円増の4,561億円となりました。 

純資産は、前述の為替換算調整勘定の減少及び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少により、

前期末比1,272億円減の2,206億円となりました。かかる純資産の減少に伴い、自己資本比率は27％とな

りました。 
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（２） キャッシュ・フローの状況 

（単位：億円） 

 平成21年３月期
第１四半期 

平成21年３月期 

第２四半期 

平成21年３月期

第３四半期 

営業活動によるキャッシュ・フロー (160) 265 (69) 

減価償却費及びその他の償却費 255 262 270 

投資活動によるキャッシュ・フロー (139) (294) (143) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 283 (144) 1,531 

現金及び現金同等物の四半期末残高 963 776 2,075 

フリー・キャッシュ・フロー (299) (29) (211) 

 

当四半期末における現金及び現金同等物は、前四半期末比1,299億円増の2,075億円となりました。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211億円の支出超となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上しましたが、減

価償却費及びその他の償却費を計上したこと、売上債権や仕入債務等の営業活動に係る資産・負債の増

減により、69億円の支出超となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、購入した製造装置等の代金を支払ったことなどに

より143億円の支出超となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金やリース債務を約定返済しましたが、

長期コミットメントラインから1,100億円の引き出しを実行したこと、また転換社債の発行により500

億円を調達したことから1,531億円の収入となりました。 
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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が極めて困難です。こうしたＤＲＡＭ価格の変

動による業績への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４四半期の見込み】 （単位：億円） 

平成21年３月期  

第３四半期 

実績 

第４四半期 

見込み 

前四半期比 出荷ビット成長率[1] ５％ △１桁％ 

前四半期比 平均販売単価変動率 △44％ N/A 

減価償却費 270 260 

販管費及び一般管理費 150 150 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

平成21年３月期 通期見込み  

平成20年11月６日発表 平成21年２月６日発表

前年度比 出荷ビット成長率[1] 80-90％ 80-90％ 

減価償却費 1,070 1,050 

販売費及び一般管理費 600 610 

設備投資額 900-950 950 

Rexchip社への出資額 必要 小限 ０（※） 

（※）当社は、平成21年３月中に、当社の戦略パートナーであるPowerchip Semiconductor Corporationより、同社

との合弁会社であるRexchip社の株式の一部を取得し、Rexchip社を当社の連結子会社とする計画です。係る株

式の取得金額は、上記『Rexchip社への出資額』に含まれておりません。 

 

 

 

                              
[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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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、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  

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 

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 207,465 97,564

受取手形及び売掛金 50,697 69,442

製品 44,360 34,304

半製品 9,330 16,682

原材料 713 2,089

仕掛品 16,513 19,699

貯蔵品 1,633 1,580

未収入金 3,090 21,381

その他 30,180 9,284

貸倒引当金 △2,151 △2,454

流動資産合計 361,830 269,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 70,194 71,581

機械装置及び運搬具（純額） 255,983 265,834

工具、器具及び備品（純額） 22,736 24,995

土地 4,206 4,206

建設仮勘定 20,744 21,255

有形固定資産合計 373,863 387,871

無形固定資産   

のれん 1,534 1,944

その他 5,942 6,261

無形固定資産合計 7,476 8,205

投資その他の資産   

投資有価証券 59,652 80,690

その他 9,722 8,042

投資その他の資産合計 69,374 88,732

固定資産合計 450,713 484,808

資産合計 812,543 754,379
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,265 56,260

1年内返済予定の長期借入金 61,833 38,400

転換社債型新株予約権付社債 50,000 －

リース債務 8,757 7,020

未払金 33,670 30,999

未払法人税等 754 996

引当金 3,304 2,831

その他 21,997 17,872

流動負債合計 243,580 154,378

固定負債   

社債 160,000 160,000

長期借入金 153,667 81,800

リース債務 21,816 1,841

引当金 8,773 3,262

その他 4,081 5,223

固定負債合計 348,337 252,126

負債合計 591,917 406,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 155,665 155,611

資本剰余金 166,707 166,653

利益剰余金 △83,479 34,445

自己株式 △4 △3

株主資本合計 238,889 356,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △537 △1,329

繰延ヘッジ損益 △361 △545

為替換算調整勘定 △17,590 △7,105

評価・換算差額等合計 △18,488 △8,979

新株予約権 225 148

純資産合計 220,626 347,875

負債純資産合計 812,543 754,379
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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：百万円）

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 284,573

売上原価 336,472

売上総損失（△） △51,899

販売費及び一般管理費 46,099

営業損失（△） △97,998

営業外収益  

受取利息 555

為替差益 2,695

その他 488

営業外収益合計 3,738

営業外費用  

支払利息 4,645

持分法による投資損失 10,365

遊休資産維持管理費用 1,068

その他 1,440

営業外費用合計 17,518

経常損失（△） △111,778

特別利益  

固定資産売却益 132

特別利益合計 132

特別損失  

投資有価証券評価損 2,054

固定資産売却損 6

固定資産除却損 562

訴訟和解引当金繰入額 6,010

特別損失合計 8,632

税金等調整前四半期純損失（△） △120,278

法人税、住民税及び事業税 1,108

過年度法人税等 320

法人税等調整額 △3,715

法人税等合計 △2,287

四半期純損失（△） △117,991

エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成21年3月期 第3四半期決算短信

- 9 -



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 61,770

売上原価 104,627

売上総損失（△） △42,857

販売費及び一般管理費 15,035

営業損失（△） △57,892

営業外収益  

受取利息 246

為替差益 1,413

その他 11

営業外収益合計 1,670

営業外費用  

支払利息 1,830

持分法による投資損失 7,427

遊休資産維持管理費用 265

その他 315

営業外費用合計 9,837

経常損失（△） △66,059

特別利益  

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 159

固定資産除却損 192

訴訟和解引当金繰入額 5,379

特別損失合計 5,730

税金等調整前四半期純損失（△） △71,788

法人税、住民税及び事業税 181

過年度法人税等 320

法人税等調整額 60

法人税等合計 561

四半期純損失（△） △72,349
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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損失（△） △120,278

減価償却費及びその他の償却費 78,764

引当金の増減額（△は減少） 5,896

受取利息及び受取配当金 △555

支払利息 4,645

為替差損益（△は益） 6,141

持分法による投資損益（△は益） 10,365

固定資産売却損益（△は益） △126

固定資産除却損 562

投資有価証券評価損益（△は益） 2,054

売上債権の増減額（△は増加） 16,579

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,552

未収入金の増減額（△は増加） 1,101

仕入債務の増減額（△は減少） 7,147

未払金の増減額（△は減少） △2,707

その他 △3,423

小計 7,717

利息及び配当金の受取額 813

利息の支払額 △3,727

補助金の受取額 328

法人税等の支払額 △1,204

過年度法人税等の支払額 △320

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,607

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 △571

定期預金の払戻による収入 1,203

有形固定資産の取得による支出 △56,382

有形固定資産の売却による収入 17,271

無形固定資産の取得による支出 △1,383

長期前払費用の取得による支出 △1,801

貸付けによる支出 △15,942

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,604

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 110,000

長期借入金の返済による支出 △14,700

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 49,985

株式の発行による収入 108

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 △11,159

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 110,510

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 207,465

エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成21年3月期 第3四半期決算短信

- 11 -



 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）及び当第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） 

  当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を 

省略しております。 

   

      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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1）アジア：香港、シンガポール、台湾 

 (2）欧州 ：ドイツ、スイス 

 (3）北米 ：アメリカ 

（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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
  

日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円）

欧州 
（百万円）

北米 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 28,118  17,735  4,231  11,686  61,770  －  61,770

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 30,847  35  9  0  30,991  (30,891）  －

計  58,965  17,770  4,240  11,686  92,661   (30,891）  61,770

   営業利益（△損失）  △58,510  569  △29  86  △57,884      （8）  △57,892

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
欧州 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 131,614  85,562  18,970  48,427  284,573  －  284,573

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 141,050  57  24  69  141,200 （141,200）  －

計  272,664  85,619  18,994  48,496  425,773 （141,200）  284,573

   営業利益（△損失）  △101,166  2,588  △177  768  △97,987     （11）  △97,998
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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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…台湾、シンガポール、香港 

欧州……ヨーロッパ全域 

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 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,960  17,865  9,639  40,464

Ⅱ 連結売上高（百万円）        61,770

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.0  28.9  15.6  65.5

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  60,128  93,707  41,252  195,087

Ⅱ 連結売上高（百万円）        284,573

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.1  32.9  14.5  68.5

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日）  
  

  
金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  315,084

Ⅱ 売上原価  272,685

売上総利益  42,399

Ⅲ 販売費及び一般管理費  41,456

営業利益  943

Ⅳ 営業外収益  1,942

１.受取利息   1,144

２.受取配当金  288

３.地方自治体助成金   300

４.その他   210

Ⅴ 営業外費用  11,828

１.支払利息   3,054

２.為替差損   2,355

３.持分法による投資損失  5,506

４.株式交付費   1

５.社債発行費   95

６.その他   817

経常損失  △8,943

Ⅵ  特別利益  21,289

Ⅶ  特別損失  1,723

税金等調整前四半期純利益  10,623

法人税等   4,924

四半期純利益  5,699
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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） 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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   10,623

減価償却費及びその他の償却費  69,135

貸倒引当金の増減額   114

受取利息及び受取配当金   △1,432

支払利息   3,054

持分法による投資損失   5,506

有形固定資産売却益   △20,954

有形固定資産除売却損   1,365

売上債権の増減額（△は増加額）   34,152

たな卸資産の増減額（△は増加額）   △21,629

未収入金の増減額（△は増加額）   △180

仕入債務の増加額   1,755

未払金の減少額  736

その他   19,689

小計  101,934

利息及び配当金の受取額   1,108

利息の支払額   △2,496

法人税等の支払額   △3,561

営業活動によるキャッシュ・フロー  96,985
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前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 
  

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
  

  

    定期預金の預入による支出  △707

    定期預金の払戻による収入  1,152

    投資有価証券の取得による支出  △81,831

    有形固定資産の取得による支出  △146,140

    有形固定資産の売却による収入  18,667

    無形固定資産の取得による支出  △1,113

  長期前払費用の増加による支出  △1,530

   その他  10

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △211,492

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  △14,981

    新株の発行による収入  1,115

    社債の発行による収入  19,905

    セール・アンド・リースバック取引による収入  50,513

   リース債務の返済による支出  △10,599

   自己株式の取得に係る支出  △0

  財務活動によるキャッシュ・フロー  45,953

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △181

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額）  △68,735

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四半期末残高  96,811
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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

当第２四半期 

自平成20年７月１日 

至平成20年９月30日 

当第３四半期 

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 94,047 100.0 90,397 100.0 109,221 100.0 113,582 100.0 61,770 100.0

売上総利益（損失） 5,180 5.5 (9,059) -10.0 (1,018) -0.9 (8,024) -7.1 (42,857) -69.4

販売費及び一般管理費 14,120 15.0 16,824 18.6 14,604 13.4 16,460 14.5 15,035 24.3

営業損失 (8,940) -9.5 (25,883) -28.6 (15,622) -14.3 (24,484) -21.6 (57,892) -93.7

税金等調整前四半期純損失 (13,019) -13.9 (31,690) -35.1 (16,783) -15.4 (31,707) -27.9 (71,788) -116.2

四半期純損失 (12,129) -12.9 (29,241) -32.3 (13,769) -12.6 (31,873) -28.1 (72,349) -117.1

EBITDA(1) 12,088 12.9 (5,506) -6.1 10,047 9.2 (3,992) -3.5 (42,924) -69.5

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
114.07 109.12 102.56 107.70 101.41 

 

（２） 連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第３四半期末 

平成19年12月31日 

前第４四半期末 

平成20年３月31日 

当第１四半期末 

平成20年６月30日 

当第２四半期末 

平成20年９月30日 

当第３四半期末 

平成20年12月31日 

現金及び預金 97,496 97,564 96,922 78,183 207,465 

売上債権滞留日数(2) 69日 69日 76日 69日 74日 

たな卸資産保有日数(3) 78日 67日 59日 54日 62日 

有利子負債残高(4) 224,108 289,061 317,326 302,945 456,073 

ネットD/Eレシオ(5) 0.33倍 0.55倍 0.65倍 0.74倍 1.13倍 

自己資本比率(6) 49.6％ 46.1％ 44.6％ 41.2% 27.1% 

 

（３） 要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

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

当第２四半期 

自平成20年７月１日 

至平成20年９月30日 

当第３四半期 

自平成20年10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 
13,188 (13,883) (16,024) 26,494 (6,863) 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(30,957) (48,902) (13,906) (29,417) (14,281) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
17,649 64,701 28,334 (14,367) 153,097 

フリー・キャッシュ・フロー (17,769) (62,785) (29,930) (2,923) (21,144) 

 

                              

(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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