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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

当社帰属四半期純利益※ 22年3月期第1四半期 △18,401百万円（対前年同四半期増減率 -）、21年3月期第1四半期 28,248百万円（対前年同四半期増
減率 998.3％） 
基本的1株当たり当社帰属四半期純利益※ 22年3月期第1四半期 △3.00円 
希薄化後1株当たり当社帰属四半期純利益※ 22年3月期第1四半期 -円 
※「当社帰属四半期純利益」は、平成21年３月期第1四半期の「四半期純利益」と同じ内容です。 

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 361,293 △24.7 △8,976 ― △16,927 ―
21年3月期第1四半期 479,676 6.5 4,997 △24.4 2,462 △78.5

基本的1株当たり四半期純利益 希薄化後1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 ― ―
21年3月期第1四半期 4.60 4.60

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

22年3月期第1四半期 1,448,471 138,138 9.5 △26.36
21年3月期 1,345,403 146,454 10.9 △25.00

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
当社帰属四半期純利益※ 第２四半期連結累計期間 △35,000百万円、通期 0百万円 
1株当たり当社帰属四半期純利益※ 第２四半期連結累計期間 △5円70銭、通期0円00銭 
※「当社帰属四半期純利益」は、平成21年３月期までの「当期純利益」と同じ内容です。 

売上高 営業利益 継続事業税引前当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期 
連結累計期間

800,000 △20.5 △5,000 ― △33,000 ―

通期 1,660,000 △6.2 25,000 202.1 7,000 ―



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 
本資料に掲載されている過去の事実以外の記述は、三洋電機の現在の計画、見通し、戦略など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で経営判断したものであります。 
業績見通しには、さまざまなリスクや不確実性などの変動要因を含んでおり、影響を与え得る重要な要因には次のようなものがあります。 
1）当社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や消費動向の変化。2）国際的な事業展開を行ううえ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制。4）急激な技術革新、市場競争、価格競争のなかで当社が新技術、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なく、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,872,338,099株 21年3月期  1,872,338,099株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,597,608株 21年3月期  16,526,796株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,855,761,578株 21年3月期第1四半期 1,854,192,129株



 【当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の概況】 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、昨年度からの金融危機より波及した実体経済の悪化が続いてお

り、中国での個人消費、設備投資の増加等、一部に持ち直しの動きが見られるものの、引き続き先行き不透明な状況

にあります。 

 こうした中、わが国経済は、個人消費で一部に下げ止まりが見られるものの、設備投資は依然として減少してお

り、厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の下、当社グループでは、中期経営計画の一部を見直し、平成21年度を次年度以降の着実な成長に

向けた土台作りの年と位置付け、「経営体質の徹底的な強化」を推進しており、厳しい外部環境でも収益確保を可能

とするコスト構造への変革のため、コールドチェーン事業の国内販売体制効率化を目指し、販売会社の統合を行いま

した。 

 一方で、「将来の成長への布石」として、将来を見据えた組織体制の強化として、HEV(ハイブリッド自動車）用二

次電池など独自の強みを持つ事業・技術に対して戦略的かつ迅速な経営判断を可能とする体制に移行するため、HEV

事業についてモバイルエナジーカンパニー内組織であるHEV事業部を分離・独立させ、本社直轄の組織としました。

  

 【連結業績概要】 

 当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同期比24.7％減少し3,613億円となりました。このうち国内売上

高は、前年同期比12.8％減少の1,466億円となり、海外売上高は、前年同期比31.1％減少の2,147億円となりました。

  

 部門別では、コンシューマ部門は、テレビやデジタルカメラの売上が海外を中心に減少したことなどにより、前年

同期比20.5％減少の1,416億円となりました。 

  

 コマーシャル部門は、ショーケースやメディコムが増加したものの、主として大型エアコンで売上が減少したこと

などにより、前年同期比17.0％減少の505億円となりました。 

  

 コンポーネント部門は、半導体や海外を中心とした二次電池の売上減少などにより、前年同期比29.1％減少の

1,640億円となりました。 

  

 利益面では、売上高減少などにより、営業利益は前年同期比140億円減少の90億円の損失となりました。継続事業

税金等調整前四半期純利益は、前年同期比194億円減少の169億円の損失、当社帰属四半期純利益は、前年同期比466

億円減少の184億円の損失となりました。 

【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



   

＜資産＞ 

 当第１四半期末の総資産は、前年度末比1,031億円増加の１兆4,485億円となりました。その主な要因は、現金及び

預金が前年度末比561億円減少したものの、定期預金が前年度末比1,534億円増加したことなどによるものでありま

す。 

＜負債及び当社株主資本＞ 

 当第１四半期末の負債合計は、前年度末比1,114億円増加の１兆2,852億円となりました。その主な要因は、一年内

返済長期負債が前年度末比293億円減少したものの、社債及び長期借入金が前年度末比1,488億円増加したことなどに

よるものであります。 

 当社株主資本合計は、その他の包括利益（損失）累計額が前年度末比101億円増加したものの、利益剰余金が前年

度末比184億円減少したことなどにより、前年度末比83億円減少の1,381億円となりました。 

＜キャッシュ・フロー＞ 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、営業活動による資金は132億円の減少、設備投資などの投資活動によ

る資金は132億円の減少、また、財務活動による資金は1,202億円の増加となりました。これらに為替などの影響を考

慮した現金及び現金等価物の当第１四半期末残高は、前年度末に比べて973億円増加し、3,167億円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 平成22年３月期の第２四半期連結累計期間の業績見通しにつきましては、以下の通りです。 

  

  

＊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。） 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  連結業績の見通し 売上高    8,000億円（前期同期比 △20.5％） 

  営業利益 △50億円（前期同期比    ―％） 

  継続事業税引前四半期純利益 △330億円（前期同期比     ―％） 

当社帰属四半期純利益 △350億円（前期同期比     ―％） 



  

（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    

      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、表示方法等の変更 

  

【基準書第160号の適用】  

  平成19年12月に、米国財務会計基準審議会は、米国財務会計基準審議会基準書第160号「連結財務諸表におけ

る非支配持分- ARB第51号の改訂」（以下「基準書第160号」という。）を発行しました。基準書第160号は、非

支配持分（旧少数株主持分）を資本の構成要素として報告することを要求しております。また、基準書第160号

は、適用日以前に発生したものを含め、将来に向かって全ての非支配持分について適用され、当社では平成21年

４月１日より適用しております。これにより、従来、連結貸借対照表の負債の部と資本の部の中間に表示してい

た少数株主持分を、非支配持分として連結貸借対照表上、純資産の部に含めて表示しております。また、基準書

160号の適用により、他の連結財務諸表の表示科目も変更しております。基準書第160号の表示に関する規定は遡

及的に適用され、過年度の連結財務諸表を組替再表示しております。 

  

【有形固定資産の減価償却方法等の変更】  

 主要な有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を採用しておりましたが、2009年４月１日以後開

始する事業年度より定額法へ変更しました。当社は、近年の設備投資、生産高、売上高等の状況を検討した結

果、この変更は設備投資のコストを毎期平均的に配分し、見積もり使用期間にわたる費用収益対応をより良く反

映する合理的な変更であると判断しております。また、主要な有形固定資産の耐用年数についても併せて見直し

を行いました。その結果、耐用年数は従来よりも短くなっております。なお、米国財務会計基準審議会基準書第

154号「会計上の変更と誤謬の訂正－米国会計原則審議会意見書第20号及び同基準第３号の置き換え」に従い、

減価償却方法の変更及び耐用年数の見直しは見積もりの変更として将来にわたって適用され、遡及修正はしてお

りません。これらにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び継続事業税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ1,689百万円減少しております。 

４．その他



【 連 結 】 

  

比 較 連 結 貸 借 対 照 表
  (単位：百万円)

項目 

平成21年度 
第１四半期末 
(平成21年 
6月30日現在)

平成20年度末
  

(平成21年 
3月31日現在)

増減 項目

平成21年度 
第１四半期末 
(平成21年 
6月30日現在)

平成20年度末 
  

(平成21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  99,083  155,205 △56,122 短期借入金  66,723  57,195 9,528

定期預金  217,583  64,188 153,395 一年内返済長期負債  72,585  101,924 △29,339

受取手形及び売掛金  293,418  284,806 8,612 支払手形及び買掛金  250,943  243,761 7,182

関係会社受取手形・売掛金  18,490  25,247  △6,757 関係会社支払手形・買掛金  6,129  5,058 1,071

貸倒引当金  △6,433  △7,508 1,075 設備関係支払手形・未払金  42,535  48,288 △5,753

棚卸資産  255,664  254,474 1,190 未払税金  4,521  5,723 △1,202

繰延税金  6,859  6,220 639 従業員預り金  10,672  10,543 129

その他  45,430  47,113 △1,683 その他  143,450  159,488 △16,038

 計  930,094  829,745 100,349  計  597,558  631,980 △34,422

         

    社債及び長期借入金  454,077  305,272 148,805

 投資及び貸付金   未払退職・年金費用  220,180  222,305 △2,125

関係会社投資・貸付金  41,797  40,180 1,617 長期繰延税金  7,046  6,824 222

その他の投資・貸付金  27,963  25,339 2,624  その他  6,338  7,418 △1,080

 計  69,760  65,519 4,241 負債合計  1,285,199  1,173,799 111,400

        

 有形固定資産   (純資産の部）   

建物  370,100  364,816 5,284 当社株主資本   

機械及びその他  738,141  729,161 8,980 資本金  322,242  322,242 －

減価償却累計額  △819,280  △814,344 △4,936 資本剰余金   781,951  781,951 －

土地   87,597  87,277 320 利益剰余金  △720,812  △702,409 △18,403

建設仮勘定  14,511  26,703 △12,192
その他の包括利益
(△損失)累計額  △238,713  △248,811 10,098

 計  391,069  393,613 △2,544 自己株式  △6,530  △6,519 △11

    計  138,138  146,454 △8,316

長期繰延税金  10,106  11,032 △926     

その他の資産  47,442  45,494 1,948 非支配持分  25,134  25,150 △16

       

     純資産合計  163,272  171,604 △8,332

資産合計  1,448,471  1,345,403 103,068 負債・純資産合計  1,448,471  1,345,403 103,068



 【 連 結 】

  

比 較 連 結 損 益 計 算 書

  （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第１四半期 
(平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで) 

平成20年度 第１四半期 
(平成20年４月１日から 
平成20年６月30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  361,293  100.0  479,676  100.0  △118,383  △24.7

その他の営業収益  15,969  4.4  16,736  3.5  △767  △4.6

売上高・営業収益計  377,262 104.4  496,412  103.5  △119,150  △24.0

売上原価  319,640  88.5  408,136  85.1  △88,496  △21.7

販売費及び一般管理費  66,598 18.4  83,279  17.4  △16,681  △20.0

営業利益(△損失)  △8,976  △2.5  4,997  1.0  △13,973  －

営業外収益  3,762 1.0  8,560  1.8  △4,798  △56.1

受取利息及び配当金 (796) (1,133) (△337)

その他の収益 (2,966) (7,427) (△4,461)

営業外費用  11,713  3.2  11,095  2.3  618  5.6

支払利息 (2,748) (3,345) (△597)

その他の費用 (8,965)   (7,750) (1,215)

継続事業税金等調整前四半期
純利益(△損失) 

 △16,927  △4.7  2,462  0.5  △19,389  －

法人税等  1,808  0.5  503  0.1  1,305  259.4

継続事業非支配持分帰属損益
控除前四半期純利益 
(△損失) 

 △18,735 △5.2  1,959  0.4  △20,694  －

非継続事業税金等調整前 
四半期純利益  

 －  －  27,945  5.8  △27,945  －

法人税等  －  －  795  0.1  △795  －

非継続事業四半期純利益  －  －  27,150  5.7  △27,150  －

 非支配持分帰属損益控除前 

 四半期純利益(△損失) 
 △18,735  △5.2  29,109  6.1  △47,844  －

  非支配持分帰属損益(控除)  △334  △0.1  861  0.2  △1,195  －

 当社帰属四半期純利益    

 (△損失)     
 △18,401  △5.1  28,248  5.9  △46,649  －



【 連 結 】

  

比較連結キャッシュ・フロー計算書

  （単位：百万円）

項目  
平成21年度 第１四半期  

（平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで） 

平成20年度 第１四半期 
（平成20年４月１日から 

平成20年６月30日まで） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー     

非支配持分帰属損益控除前四半期純利益（△損失）  △18,735  29,109

営業活動によるキャッシュ・フローの調整     

減価償却費及びその他の償却費  16,424  19,903

受取手形及び売掛金の減少  9,850  6,491

棚卸資産の減少（△増加）  2,679  △24,993

支払手形及び買掛金の減少（増加）  △2,162  11,172

その他  △21,207  △44,860

営業活動によるキャッシュ・フロー計  △13,151  △3,178

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  173  479

有形固定資産の購入  △13,227  △14,057

有形固定資産の売却  700  234

その他  △806  39,505

投資活動によるキャッシュ・フロー計  △13,160  26,161

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増加（△減少）  4,123  △1,395

長期負債の増加（△減少）  116,327  △26,923

配当金の支払  △277  △53

その他  △13  744

財務活動によるキャッシュ・フロー計  120,160  △27,627

Ⅳ．為替変動の現金及び現金等価物への影響額  1,787  2,397

Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額  95,636  △2,247

Ⅵ．現金及び現金等価物の期首残高  219,393  280,706

Ⅶ. 新規連結子会社の現金及び現金等価物  1,637  －

Ⅷ．現金及び現金等価物の期末残高  316,666  278,459



【 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係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。 

  

  

事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト

  （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第１四半期 
（平成21年４月１日から 

平成21年６月30日まで） 

平成20年度 第１四半期 
（平成20年４月１日から 

平成20年６月30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  143,286  37.5  179,018  35.8  △35,732  △20.0

コマーシャル部門  50,395  13.2  60,848  12.2  △10,453  △17.2

コンポーネント部門  166,052  43.5  233,261  46.6  △67,209  △28.8

その他部門  21,935  5.8  27,096  5.4  △5,161  △19.0

計  381,668  100.0  500,223  100.0  △118,555  △23.7

消去又は全社  △4,406  －  △3,811 －  △595  －

連結  377,262  －  496,412 －  △119,150  △24.0

営 
業 
利 
益 

コンシューマ部門  1,495  －  △1,109  △8.8  2,604  －

コマーシャル部門  306 －  205  1.6  101  49.3

コンポーネント部門  △1,865 －  13,808  108.8  △15,673  －

その他部門  △1,688 －  △208  △1.6  △1,480  －

計  △1,752  －  12,696  100.0  △14,448  －

消去又は全社  △7,224  －  △7,699 －  475  －

連結  △8,976  －  4,997 －  △13,973  －



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 

 該当事項はありません。 

   



【 連 結 】

  

   

部 門 別 連 結 売 上 高 比 較 表

  （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第１四半期 
（平成21年４月１日から 

平成21年６月30日まで） 

平成20年度 第１四半期 
（平成20年４月１日から 

平成20年６月30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  141,630  39.2  178,249  37.1  △36,619  △20.5

コマーシャル部門  50,473  14.0  60,781  12.7  △10,308  △17.0

コンポーネント部門  164,005  45.4  231,197  48.2  △67,192  △29.1

その他部門  5,185  1.4  9,449  2.0  △4,264  △45.1

合計  361,293  100.0  479,676  100.0  △118,383  △24.7

内 
訳 

国内売上高  146,572  40.6  168,025  35.0  △21,453  △12.8

海外売上高  214,721  59.4  311,651  65.0  △96,930  △31.1



 

  

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．当社、連結子会社173社、持分法適用会社53社 

４．（ ）内は売上高に対する比率であります。 

   

 
平成21年度 第１四半期  

連  結  決  算  概  要 

  （単位：百万円）

  
平成21年度 第１四半期 

（平成21年４月１日から 
平成21年６月30日まで） 

平成20年度 第１四半期 
（平成20年４月１日から 

平成20年６月30日まで） 
前年同期増減率 

売上高  361,293  479,676 ％ △24.7

営業利益(△損失) 
 

( ％) 
△8,976
△2.5

 
( ％) 
4,997
1.0

 －

継続事業税金等調整前四半
期純利益(△損失) 

 
( ％) 
△16,927
△4.7

 
( ％) 
2,462
0.5

 －

当社帰属四半期純利益 
(△損失) 

 
( ％) 
△18,401
△5.1

 
( ％) 
28,248
5.9

 －

１株当たり当社帰属四半期
純利益(△損失) 

円 銭 
  △3 00

円 銭 
  4 60

 －
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※記載金額は、百万円未満を四捨五入しています。

平成22年3月期（2009年度）
第1四半期　決算補足資料

（ 2009年4月1日 ～ 2009年6月30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
規制、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1四半期（3カ月間） 通期（12カ月間）

361,293 479,676 △118,383 1,660,000 1,770,656 △110,656
△8,976 4,997 △13,973 25,000 8,276 16,724
△16,927 2,462 △19,389 7,000 △113,748 120,748

- 27,150 △27,150 - 28,932 △28,932
△18,401 28,248 △46,649 0 △93,226 93,226

△3.00 4.60 △7.60 0 △15.18 15.18

※当期より、「四半期純利益」は、米国会計基準に基づき、「当社帰属四半期純利益」に名称変更しています。

2. 事業の種類別セグメント （百万円）

第1四半期（3カ月間）

売上高 コンシューマ部門 143,286 179,018 △35,732
及び AV・情報通信機器 98,965 127,881 △28,916
営業収益 電化機器 44,321 51,137 △6,816

コマーシャル部門 50,395 60,848 △10,453
コンポーネント部門 166,052 233,261 △67,209
電子デバイス 45,436 70,432 △24,996
電池 97,672 132,502 △34,830
その他 22,944 30,327 △7,383

その他部門 21,935 27,096 △5,161
消去又は全社 △4,406 △3,811 △595
連結 377,262 496,412 △119,150

営業利益 コンシューマ部門 1,495 △1,109 2,604
AV・情報通信機器 1,042 739 303
電化機器 453 △1,848 2,301

コマーシャル部門 306 205 101
コンポーネント部門 △1,865 13,808 △15,673
電子デバイス △4,538 △801 △3,737
電池 3,518 15,128 △11,610
その他 △845 △519 △326

その他部門 △1,688 △208 △1,480
消去又は全社 △7,224 △7,699 475
連結 △8,976 4,997 △13,973

3. 営業外損益 （百万円）

第1四半期（3カ月間）

金融収支 △1,952 △2,212 260
固定資産処分損益 △40 △386 346
投資有価証券売却損益 7 1,538 △1,531
為替差損益 90 1,918 △1,828
持分法投資損益 526 △471 997
投資有価証券評価損益 △329 △309 △20
その他 △6,253 △2,613 △3,640
営業外損益合計 △7,951 △2,535 △5,416

1 株 当 た り 当 社 帰 属
四 半 期 純 利 益 （ 円 ）

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

当 社 帰 属 四 半 期 純 利 益

継続事業税引前四半期純利益

営 業 利 益

2009年度
実績

増減

非 継 続 事 業 四 半 期 純 利 益

売 上 高

2008年度
実績

増減
2009年度
予想

2008年度
実績



4. 売上高
(1) 部門別売上高 （百万円）

コンシューマ部門 141,630 178,249 △36,619 △20.5%
国内 67,379 70,860 △3,481 △4.9%
海外 74,251 107,389 △33,138 △30.9%

コマーシャル部門 50,473 60,781 △10,308 △17.0%
国内 36,111 39,990 △3,879 △9.7%
海外 14,362 20,791 △6,429 △30.9%

コンポーネント部門 164,005 231,197 △67,192 △29.1%
国内 38,558 48,479 △9,921 △20.5%
海外 125,447 182,718 △57,271 △31.3%

その他部門 5,185 9,449 △4,264 △45.1%
国内 4,524 8,696 △4,172 △48.0%
海外 661 753 △92 △12.2%

合計 361,293 479,676 △118,383 △24.7%
国内 146,572 168,025 △21,453 △12.8%
海外 214,721 311,651 △96,930 △31.1%

※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）

海外計 214,721 311,651 △96,930 △31.1%
北米 46,612 65,835 △19,223 △29.2%
ヨーロッパ 36,709 60,264 △23,555 △39.1%
アジア 117,796 168,924 △51,128 △30.3%
その他 13,604 16,628 △3,024 △18.2%
国内計 146,572 168,025 △21,453 △12.8%
合計 361,293 479,676 △118,383 △24.7%

第1四半期（3カ月間）

2009年度
実績

増減比
2008年度
実績

増減

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

第1四半期（3カ月間）

増減比



(3) 主要製品売上高 （百万円）

テレビ 24,215 34,740 △10,525 △30.3%
国内 1,052 1,875 △823 △43.9%
海外 23,163 32,865 △9,702 △29.5%

プロジェクター 9,024 12,555 △3,531 △28.1%
国内 369 419 △50 △11.9%
海外 8,655 12,136 △3,481 △28.7%

デジタルカメラ 37,193 43,747 △6,554 △15.0%
国内 23,630 21,830 1,800 8.2%
海外 13,563 21,917 △8,354 △38.1%

情報機器 12,037 13,599 △1,562 △11.5%
国内 11,053 11,416 △363 △3.2%
海外 984 2,183 △1,199 △54.9%

冷蔵庫 10,123 11,365 △1,242 △10.9%
国内 4,832 4,508 324 7.2%
海外 5,291 6,857 △1,566 △22.8%

エアコン 7,038 10,077 △3,039 △30.2%
国内 1,599 2,143 △544 △25.4%
海外 5,439 7,934 △2,495 △31.4%

洗濯機 9,156 9,115 41 0.4%
国内 7,293 6,507 786 12.1%
海外 1,863 2,608 △745 △28.6%

ショーケース 14,355 13,233 1,122 8.5%
国内 9,210 8,672 538 6.2%
海外 5,145 4,561 584 12.8%

大型エアコン 10,267 16,677 △6,410 △38.4%
国内 5,385 7,502 △2,117 △28.2%
海外 4,882 9,175 △4,293 △46.8%

業務用厨房機器 7,330 7,782 △452 △5.8%
国内 7,092 6,591 501 7.6%
海外 238 1,191 △953 △80.0%

半導体 22,042 36,080 △14,038 △38.9%
国内 7,860 13,383 △5,523 △41.3%
海外 14,182 22,697 △8,515 △37.5%

電子部品 20,450 29,062 △8,612 △29.6%
国内 1,888 4,019 △2,131 △53.0%
海外 18,562 25,043 △6,481 △25.9%

二次電池 66,574 97,174 △30,600 △31.5%
国内 13,557 17,344 △3,787 △21.8%
海外 53,017 79,830 △26,813 △33.6%

太陽電池 19,136 22,744 △3,608 △15.9%
国内 8,878 5,556 3,322 59.8%
海外 10,258 17,188 △6,930 △40.3%

光ピックアップ 19,219 24,948 △5,729 △23.0%
国内 469 1,299 △830 △63.9%
海外 18,750 23,649 △4,899 △20.7%

増減比

第1四半期（3カ月間）
2009年度
実績

2008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）

総資産 1,448,471 1,345,403 103,068
株主資本 138,138 146,454 △8,316
株主資本比率 9.5% 10.9% △1.4ﾎﾟｲﾝﾄ
棚卸資産 255,664 254,474 1,190
有利子負債残高 577,018 447,939 129,079
ネット有利子負債残高 260,352 228,546 31,806
デット・エクイティ・レシオ 4.2倍 3.1倍 1.1倍

1株当たり株主資本 （円） △26.36 △25.00 △1.36

6. 連結キャッシュ・フロー項目 （百万円）

第1四半期（3カ月間）

営業キャッシュ・フロー △13,151 △3,178 △9,973
投資キャッシュ・フロー △13,160 26,161 △39,321
フリー・キャッシュ・フロー △26,311 22,983 △49,294
財務キャッシュ・フロー 120,160 △27,627 147,787
現預金残高（期末） 316,666 278,459 38,207

7. その他補足情報 （百万円）

第1四半期（3カ月間）

設備投資(有形固定資産） 8,397 20,228 △11,831
電池 3,585 11,636 △8,051
電子部品 1,236 4,608 △3,372
半導体 141 569 △428
その他 3,435 3,415 20

減価償却費（有形固定資産） 14,812 17,270 △2,458
研究開発費 15,583 19,984 △4,401

第1四半期（3カ月間）

為替レート USドル 期中平均 97円 105円 △8円
期末 96円 106円 △10円

ユーロ 期中平均 133円 163円 △30円
期末 135円 168円 △33円

関係会社数 226 241 △15
連結子会社数 173 182 △9
持分法適用会社数 53 59 △6

従業員数 90,686名 98,688名 △8,002名
国内 28,700名 29,512名 △812名
海外 61,986名 69,176名 △7,190名

2009年度
第1四半期末

2008年度
第1四半期末 増減

2009年度
第1四半期末

増減

2008年度末 増減

2009年度
実績

2008年度
実績

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

2009年度
実績

2008年度
実績

増減


