
 

 

 

 

平成21年３月31日 

 

パ イ オ ニ ア 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 小谷 進 

（コード番号 ６７７３ 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役経理部長 岡安 秀喜 

電  話 （０３）３４９４－１１１１ 

日本会計基準による四半期連結財務諸表について 

 当社は、連結財務諸表の作成基準を米国会計基準から日本会計基準に変更することに伴い、

日本会計基準による平成21年３月期第１四半期、第２四半期および第３四半期に係る四半期

連結財務諸表を作成しましたので、お知らせします。 

 

 なお、本発表資料には、次ページより、以下の内容を掲載しています。 

 

１．平成21年３月期 第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

（２）四半期連結損益計算書 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（４）事業の種類別セグメント情報 

 

２．平成21年３月期 第２四半期（平成20年７月１日～平成20年９月30日）四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

（２）四半期連結損益計算書 

   第２四半期連結累計期間および第２四半期連結会計期間 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（４）事業の種類別セグメント情報 

   第２四半期連結累計期間および第２四半期連結会計期間 

 

３．平成21年３月期 第３四半期（平成20年10月１日～平成20年12月31日）四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

（２）四半期連結損益計算書 

   第３四半期連結累計期間および第３四半期連結会計期間 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（４）事業の種類別セグメント情報 

   第３四半期連結累計期間および第３四半期連結会計期間 
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１. 平成21年３月期 第１四半期 四半期連結財務諸表等

(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 78,423 79,674 

受取手形及び売掛金 109,748 95,449 

商品及び製品 68,175 54,404 

仕掛品 21,984 21,818 

原材料及び貯蔵品 33,808 28,654 

繰延税金資産 17,298 17,089 

その他 24,318 23,255 

貸倒引当金 △2,423 △2,381 

流動資産合計 351,331 317,962 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 107,159 104,524

機械、運搬具及び工具器具備品 219,679 213,631 

その他 38,890 39,118

減価償却累計額 △241,240 △234,521 

有形固定資産合計 124,488 122,752 

無形固定資産 

のれん 1,477 1,497 

ソフトウエア 41,032 40,113 

その他 5,120 5,327 

無形固定資産合計 47,629 46,937 

投資その他の資産 

投資有価証券 36,382 35,871 

繰延税金資産 24,481 25,250 

その他 13,716 13,442 

貸倒引当金 △109 △109 

投資その他の資産合計 74,470 74,454 

固定資産合計 246,587 244,143 

繰延資産 171 171 

資産合計 598,089 562,276 
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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 

支払手形及び買掛金 101,849 86,195 

短期借入金 48,000 14,812 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

未払法人税等 4,487 5,601 

未払費用 60,470 67,227 

製品保証引当金 5,582 5,265 

その他 23,708 30,742 

流動負債合計 254,096 219,842 

固定負債 

社債 60,600 60,600 

長期借入金 8,574 9,179 

退職給付引当金 8,954 8,554 

その他 5,433 4,746 

固定負債合計 83,561 83,079 

負債合計 337,657 302,921 

純資産の部 

株主資本 

資本金 69,824 69,824 

資本剰余金 102,054 102,054 

利益剰余金 134,370 144,370 

自己株式 △11,124 △11,124 

株主資本合計 295,124 305,124 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,855 2,351 

繰延ヘッジ損益 △241 51 

為替換算調整勘定 △38,887 △49,699 

海外子会社年金調整額 126 166 

評価・換算差額等合計 △36,147 △47,131 

少数株主持分 1,455 1,362 

純資産合計 260,432 259,355 

負債純資産合計 598,089 562,276 
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(2) 四半期連結損益計算書

(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) 

営業収入 

売上高 160,907 

その他の営業収入 59 

営業収入合計 160,966 

売上原価 129,396 

売上総利益 31,570 

販売費及び一般管理費 38,395

営業損失（△） △6,825 

営業外収益 

受取利息 1,035 

為替差益 865 

その他 421 

営業外収益合計 2,321 

営業外費用 

支払利息 755 

その他 258 

営業外費用合計 1,013 

経常損失（△） △5,517 

特別利益 

固定資産売却益 538 

その他 67 

特別利益合計 605 

特別損失 

減損損失 859

その他 93 

特別損失合計 952 

税金等調整前四半期純損失（△） △5,864 

法人税、住民税及び事業税 2,641 

法人税等調整額 934 

法人税等合計 3,575 

少数株主利益 48 

四半期純損失（△） △9,487 
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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（△） △5,864 

減価償却費 9,672 

減損損失 859 

受取利息及び受取配当金 △1,333 

支払利息 755 

有形固定資産売却損益（△は益） △454 

売上債権の増減額（△は増加） △10,618 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,419 

仕入債務の増減額（△は減少） 13,386 

未払費用の増減額（△は減少） △8,166 

その他 △3,993 

小計 △20,175 

利息及び配当金の受取額 1,070 

利息の支払額 △563 

法人税等の支払額 △4,534 

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,202 

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 △13,148 

固定資産の売却による収入 768 

投資有価証券の売却による収入 89 

その他 △264 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,555 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 32,298 

長期借入金の返済による支出 △1,005 

配当金の支払額 △513 

その他 △156 

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,624 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,337 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,796 

現金及び現金同等物の期首残高 81,180 

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,384
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(注) 1. 従来は、「特許関連事業」を独立セグメントとして区分していましたが、当該事業の連結業績に対する重要

性が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より「その他事業」セグメントに含めています。  

2. 各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。 

  「カーエレクトロニクス事業」 

  カーナビゲーションシステム、カーステレオ、カーＡＶシステム、カースピーカー 

  「ホームエレクトロニクス事業」 

  プラズマディスプレイ、ＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライブ、 

ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクドライブ、オーディオシステム、オーディオコンポー

ネント、ＤＪ機器、ＣＡＴＶ関連機器 

  「その他事業」 

  有機ＥＬディスプレイ、ＦＡ機器、スピーカーユニット、電子部品、電話機、ＡＶアクセサリー、 

業務用ＡＶシステム、光ディスク関連特許の使用許諾 

  

  
  

  

  

(4) 事業の種類別セグメント情報

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)    (単位：百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム 
エレクトロ 

ニクス
その他 計

消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 88,095 57,343 15,528 160,966 ― 160,966

(2) セグメント間の 
  内部取引

469 113 8,470 9,052 (9,052) ―

計 88,564 57,456 23,998 170,018 (9,052) 160,966

営業利益(△損失) 1,704 △7,394 △264 △5,954 (871) △6,825
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２. 平成21年３月期 第２四半期 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円) 

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 72,187 79,674 

受取手形及び売掛金 89,498 95,449 

商品及び製品 71,025 54,404 

仕掛品 22,759 21,818 

原材料及び貯蔵品 33,085 28,654 

繰延税金資産 16,443 17,089 

その他 24,610 23,255 

貸倒引当金 △2,277 △2,381 

流動資産合計 327,330 317,962 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 105,445 104,524

機械、運搬具及び工具器具備品 198,891 213,631 

その他 37,753 39,118

減価償却累計額 △219,610 △234,521 

有形固定資産合計 122,479 122,752 

無形固定資産 

のれん 1,457 1,497 

ソフトウエア 40,990 40,113 

その他 4,921 5,327 

無形固定資産合計 47,368 46,937 

投資その他の資産 

投資有価証券 27,491 35,871 

繰延税金資産 22,384 25,250 

その他 13,659 13,442 

貸倒引当金 △109 △109 

投資その他の資産合計 63,425 74,454 

固定資産合計 233,272 244,143 

繰延資産 139 171 

資産合計 560,741 562,276 
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(単位：百万円) 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 94,422 86,195 

短期借入金 56,562 14,812 

1年内償還予定の社債 － 10,000 

未払法人税等 5,512 5,601 

未払費用 77,783 67,227 

製品保証引当金 5,095 5,265 

その他 23,863 30,742 

流動負債合計 263,237 219,842 

固定負債 

社債 60,600 60,600 

長期借入金 7,969 9,179 

退職給付引当金 9,711 8,554 

その他 8,137 4,746 

固定負債合計 86,417 83,079 

負債合計 349,654 302,921 

純資産の部 

株主資本 

資本金 69,824 69,824 

資本剰余金 102,054 102,054 

利益剰余金 99,711 144,370 

自己株式 △11,126 △11,124 

株主資本合計 260,463 305,124 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △3,859 2,351 

繰延ヘッジ損益 376 51 

為替換算調整勘定 △47,433 △49,699 

海外子会社年金調整額 93 166 

評価・換算差額等合計 △50,823 △47,131 

少数株主持分 1,447 1,362 

純資産合計 211,087 259,355 

負債純資産合計 560,741 562,276 
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<第２四半期連結累計期間> 

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円) 

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) 

営業収入 

売上高 326,898 

その他の営業収入 144 

営業収入合計 327,042 

売上原価 262,643 

売上総利益 64,399 

販売費及び一般管理費 78,739

営業損失（△） △14,340 

営業外収益 

受取利息 2,026 

為替差益 210 

その他 814 

営業外収益合計 3,050 

営業外費用 

支払利息 1,651 

その他 599 

営業外費用合計 2,250 

経常損失（△） △13,540 

特別利益 

固定資産売却益 789 

その他 68 

特別利益合計 857 

特別損失 

減損損失 1,445

事業構造改善費用 15,728 

その他 580 

特別損失合計 17,753 

税金等調整前四半期純損失（△） △30,436 

法人税、住民税及び事業税 9,112 

法人税等調整額 4,426 

法人税等合計 13,538 

少数株主利益 97 

四半期純損失（△） △44,071 
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<第２四半期連結会計期間> 

(単位：百万円) 

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) 

営業収入 

売上高 165,991 

その他の営業収入 85 

営業収入合計 166,076 

売上原価 133,247 

売上総利益 32,829 

販売費及び一般管理費 40,344

営業損失（△） △7,515 

営業外収益 

受取利息 991 

その他 393 

営業外収益合計 1,384 

営業外費用 

支払利息 896 

為替差損 655 

その他 341 

営業外費用合計 1,892 

経常損失（△） △8,023 

特別利益 

固定資産売却益 251 

その他 1 

特別利益合計 252 

特別損失 

減損損失 586

事業構造改善費用 15,728 

その他 487 

特別損失合計 16,801 

税金等調整前四半期純損失（△） △24,572 

法人税、住民税及び事業税 6,471 

法人税等調整額 3,492 

法人税等合計 9,963 

少数株主利益 49 

四半期純損失（△） △34,584 
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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損失（△） △30,436 

減価償却費 20,559 

減損損失 1,445 

受取利息及び受取配当金 △2,404 

支払利息 1,651 

投資有価証券評価損益（△は益） 489 

有形固定資産売却損益（△は益） △698 

売上債権の増減額（△は増加） 5,215 

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,552 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,774 

未払費用の増減額（△は減少） 11,448 

その他 △3,444 

小計 △11,953 

利息及び配当金の受取額 2,118 

利息の支払額 △1,449 

法人税等の支払額 △5,962 

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,246 

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 △24,571 

固定資産の売却による収入 1,094 

投資有価証券の売却による収入 137 

その他 △320 

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,660 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 43,354 

長期借入金の返済による支出 △1,610 

社債の償還による支出 △10,000 

配当金の支払額 △513 

その他 △362 

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,869 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,288 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,749 

現金及び現金同等物の期首残高 81,180 

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,431
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(注) 1. 従来は、「特許関連事業」を独立セグメントとして区分していましたが、当該事業の連結業績に対する重要

性が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より「その他事業」セグメントに含めています。  

2. 各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。 

  「カーエレクトロニクス事業」 

  カーナビゲーションシステム、カーステレオ、カーＡＶシステム、カースピーカー 

  「ホームエレクトロニクス事業」 

  プラズマディスプレイ、液晶テレビ、ＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライブ、ブルーレイ

ディスクプレーヤー、ブルーレイディスクドライブ、オーディオシステム、オーディオコンポーネント、 

ＤＪ機器、ＣＡＴＶ関連機器 

  「その他事業」 

  有機ＥＬディスプレイ、ＦＡ機器、スピーカーユニット、電子部品、電話機、ＡＶアクセサリー、 

業務用ＡＶシステム、光ディスク関連特許の使用許諾 

  

(4) 事業の種類別セグメント情報

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)    (単位：百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム 
エレクトロ 

ニクス
その他 計

消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 173,641 119,932 33,469 327,042 ― 327,042

(2) セグメント間の 
  内部取引

942 282 16,565 17,789 (17,789) ―

計 174,583 120,214 50,034 344,831 (17,789) 327,042

営業利益(△損失) 2,776 △ 14,347 179 △ 11,392 (2,948) △ 14,340

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)    (単位：百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム
エレクトロ 

ニクス
その他 計

消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 85,546 62,589 17,941 166,076  ― 166,076

(2) セグメント間の 
  内部取引

473 169 8,095 8,737 (8,737) ―

計 86,019 62,758 26,036 174,813 (8,737) 166,076

営業利益(△損失) 1,072 △ 6,953 443 △ 5,438 (2,077) △ 7,515
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３. 平成21年３月期 第３四半期 四半期連結財務諸表等

(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 43,100 79,674 

受取手形及び売掛金 73,929 95,449 

商品及び製品 75,952 54,404 

仕掛品 17,302 21,818 

原材料及び貯蔵品 31,116 28,654 

繰延税金資産 14,749 17,089 

その他 22,053 23,255 

貸倒引当金 △2,192 △2,381 

流動資産合計 276,009 317,962 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 102,171 104,524

機械、運搬具及び工具器具備品 175,279 213,631 

その他 36,881 39,118

減価償却累計額 △199,091 △234,521 

有形固定資産合計 115,240 122,752 

無形固定資産 

のれん 1,437 1,497 

ソフトウエア 40,880 40,113 

その他 4,593 5,327 

無形固定資産合計 46,910 46,937 

投資その他の資産 

投資有価証券 19,018 35,871 

繰延税金資産 21,310 25,250 

その他 8,374 13,442 

貸倒引当金 △3 △109 

投資その他の資産合計 48,699 74,454 

固定資産合計 210,849 244,143 

繰延資産 139 171 

資産合計 486,997 562,276 
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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 

支払手形及び買掛金 75,116 86,195 

短期借入金 73,165 14,812 

1年内償還予定の社債 － 10,000 

未払法人税等 2,841 5,601 

未払費用 62,648 67,227 

製品保証引当金 4,399 5,265 

その他 26,615 30,742 

流動負債合計 244,784 219,842 

固定負債 

社債 60,600 60,600 

長期借入金 7,364 9,179 

退職給付引当金 9,320 8,554 

その他 3,955 4,746 

固定負債合計 81,239 83,079 

負債合計 326,023 302,921 

純資産の部 

株主資本 

資本金 69,824 69,824 

資本剰余金 102,054 102,054 

利益剰余金 69,816 144,370 

自己株式 △11,124 △11,124 

株主資本合計 230,570 305,124 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,653 2,351 

繰延ヘッジ損益 30 51 

為替換算調整勘定 △72,627 △49,699 

海外子会社年金調整額 43 166 

評価・換算差額等合計 △70,901 △47,131 

少数株主持分 1,305 1,362 

純資産合計 160,974 259,355 

負債純資産合計 486,997 562,276 
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<第３四半期連結累計期間> 

(2) 四半期連結損益計算書

(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) 

営業収入 

売上高 458,073 

その他の営業収入 200 

営業収入合計 458,273 

売上原価 373,297 

売上総利益 84,976 

販売費及び一般管理費 110,666

営業損失（△） △25,690 

営業外収益 

受取利息 2,650 

その他 1,054 

営業外収益合計 3,704 

営業外費用 

支払利息 2,293 

為替差損 338 

その他 885 

営業外費用合計 3,516 

経常損失（△） △25,502 

特別利益 

固定資産売却益 875 

その他 72 

特別利益合計 947 

特別損失 

減損損失 1,960

投資有価証券評価損 14,217 

事業構造改善費用 18,012 

その他 190 

特別損失合計 34,379 

税金等調整前四半期純損失（△） △58,934 

法人税、住民税及び事業税 8,669 

法人税等調整額 6,239 

法人税等合計 14,908 

少数株主利益 124 

四半期純損失（△） △73,966 
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<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) 

営業収入 

売上高 131,175 

その他の営業収入 56 

営業収入合計 131,231 

売上原価 110,654 

売上総利益 20,577 

販売費及び一般管理費 31,927

営業損失（△） △11,350 

営業外収益 

受取利息 624 

受取配当金 234 

その他 6 

営業外収益合計 864 

営業外費用 

支払利息 642 

為替差損 548 

その他 286 

営業外費用合計 1,476 

経常損失（△） △11,962 

特別利益 

固定資産売却益 86 

その他 4 

特別利益合計 90 

特別損失 

減損損失 515

投資有価証券評価損 13,728 

事業構造改善費用 2,284 

その他 99 

特別損失合計 16,626 

税金等調整前四半期純損失（△） △28,498 

法人税、住民税及び事業税 △443 

法人税等調整額 1,813 

法人税等合計 1,370 

少数株主利益 27 

四半期純損失（△） △29,895 
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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（△） △58,934 

減価償却費 32,171 

減損損失 1,960 

受取利息及び受取配当金 △3,262 

支払利息 2,293 

投資有価証券評価損益（△は益） 14,217 

有形固定資産売却損益（△は益） △685 

売上債権の増減額（△は増加） 13,176 

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,638 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,748 

未払費用の増減額（△は減少） 486 

その他 △7,114 

小計 △44,078 

利息及び配当金の受取額 2,791 

利息の支払額 △1,924 

法人税等の支払額 △8,059 

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,270 

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 △37,762 

固定資産の売却による収入 1,294 

投資有価証券の売却による収入 145 

保険積立金の解約による収入 5,515 

その他 △96 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,904 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 62,894 

長期借入金の返済による支出 △2,215 

社債の償還による支出 △10,000 

配当金の支払額 △513 

その他 △395 

財務活動によるキャッシュ・フロー 49,771 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,455 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,858 

現金及び現金同等物の期首残高 81,180 

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,322
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(注) 1. 従来は、「特許関連事業」を独立セグメントとして区分していましたが、当該事業の連結業績に対する重要

性が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より「その他事業」セグメントに含めています。  

2. 各セグメントにおける主要な製品は次のとおりです。 

  「カーエレクトロニクス事業」 

  カーナビゲーションシステム、カーステレオ、カーＡＶシステム、カースピーカー 

  「ホームエレクトロニクス事業」 

  プラズマディスプレイ、液晶テレビ、ＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤドライブ、ブルーレイ

ディスクレコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー、ブルーレイディスクドライブ、オーディオシステ

ム、オーディオコンポーネント、ＤＪ機器、ＣＡＴＶ関連機器 

  「その他事業」 

  有機ＥＬディスプレイ、ＦＡ機器、スピーカーユニット、電子部品、電話機、ＡＶアクセサリー、 

業務用ＡＶシステム、光ディスク関連特許の使用許諾 

  

以 上

  
  

  

  

(4) 事業の種類別セグメント情報

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)    (単位 百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム 
エレクトロ 

ニクス
その他 計

消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 239,981 171,358 46,934 458,273 ― 458,273

(2) セグメント間の 
  内部取引

1,531 423 22,475 24,429 (24,429) ―

計 241,512 171,781 69,409 482,702 (24,429) 458,273

営業利益(△損失) 1,563 △ 24,099 △ 445 △ 22,981 (2,709) △ 25,690

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)    (単位 百万円)

カーエレク 
トロニクス

ホーム
エレクトロ 

ニクス
その他 計

消去又は 
全社

連結

営業収入

(1) 外部顧客に対するもの 66,340 51,426 13,465 131,231  ― 131,231

(2) セグメント間の 
  内部取引

589 141 5,910 6,640 (6,640) ―

計 66,929 51,567 19,375 137,871 (6,640) 131,231

営業利益(△損失) △ 1,213 △ 9,752 △ 624 △ 11,589 239 △ 11,350
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