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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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12月期第3四半期 77,573 ― 1,354 ― 1,507 ― 927 ―

20年12月期第3四半期 119,691 △9.8 6,794 △28.0 7,385 △25.6 7,207 54.1

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12月期第3四半期 21.80 ―

20年12月期第3四半期 170.29 ―

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12月期第3四半期 93,301 71,598 76.1 1,670.08
20年12月期 98,324 71,478 72.1 1,667.93

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  71,000百万円 20年12月期  70,916百万円

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  

平成21年12月期の１株当たり期末配当金については未定です。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年12月期 ― 12.00 ―

21年12月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 107,000 △28.0 2,500 △62.5 2,500 △63.3 1,000 △83.7 23.52
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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）  無  

（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。 

(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、その他特記事項 

 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。 
 本資料で記述されている業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合があります。なお、連結業績予想に関する詳細につきましては、４ページ「３.連結業績予想に関する定性的情報」に記載のとおりで
あります。 
 平成21年12月期の１株当たり期末配当金につきましては、当社グループを取り巻く事業環境は引き続き不透明であり、今後の市場動向を見据えた上で
公表する予定であります。 

新規 0社 （社名 ） 除外 0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12月期第3四半期 42,533,243株 20年12月期  42,533,243株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  20,637株 20年12月期  16,140株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 42,516,117株 20年12月期第3四半期 42,318,905株
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平成21年12月期第３四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、わが国経済は引き続き企業収益の回
復が見えてこないなか、設備投資の抑制、在庫調整、住宅投資の悪化が続き、また雇用環境についても完
全失業率の増加など景気の回復感はなく厳しい環境が続きました。一方、世界情勢において米国経済は住
宅需要の下げ止まりや設備投資、輸出において持ち直しの動きが現れてきましたが、雇用情勢は引き続き
厳しい状況となり回復感に乏しい局面が続きました。また、欧州経済は在庫調整や設備投資に底打ち感は
あるものの引き続き停滞いたしました。中国経済は内需拡大策など政府対応により投資が押し上げられ、
また、個人消費にも支えられ全体として順調に推移いたしました。 
 このような情勢の下、当社グループはグループ連結経営の強化による自主独立会社としての強固な企業
体質の実現を目指し取り組んでまいりましたが、為替の円高影響並びに世界経済の回復の見えないなか売
上は減少しました。 
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は775億73百万円となりました。また、利益面にお
いては、販売費及び一般管理費は業務効率向上を促進させたことにより、前年同期に比べて削減いたしま
したが、市況の悪化などにより営業利益は、13億54百万円、経常利益については、15億７百万円、四半期
純利益は、９億27百万円となりました。 
  
事業の種類別セグメント業績は以下の通りであります。 

①事務機事業 
 当事業は、開発効率の向上やローコスト開発技術の構築など開発革新に取り組み、さらなる事業体質強
化に向け事業の基盤強化を図りました。また、生産面においては、各海外拠点との連携によるグローバル
な調達体制によるコストダウン活動を行いました。プリンタ製品では、特に、新興国向けに力点を置いた
A3モノクロデジタル複合機のiR2320シリーズを市場に投入した事により、ラインアップ強化と販売チャネ
ル拡大に貢献しました。さらに、SOHOカラー市場の販売拡大のために、キヤノン(株)からの受託製品であ
るA4カラーレーザ複合機MF8000/MF8300シリーズを生産開始し、日米欧市場向けに投入しました。 
 事務機周辺機器では、キヤノン(株)の新ブランドでありIT環境との連携を強化したカラー複合機image 
RUNNER ADVANCE C5000/C7000シリーズに搭載するステイプルフィニッシャ・中綴じフィニッシャ等多彩な
周辺機器を投入することにより、白黒/カラー双方の市場ニーズに対応できる環境を整えました。また、
子会社であるニスカ(株)との協業体制を強化し、OEM取引の拡大に向け拡販プロジェクトを推進いたしま
した。 
 しかしながら、世界的な市場の冷え込みに加え円高の進行などの影響で、総じて売上高は減少しまし
た。 
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における当事業の売上高は、604億60百万円、営業利益は31
億64百万円となりました。 
  
②産業用プリンタ・その他事業 
 当事業の産業用プリンタ製品は、インクジェットプリントヘッド技術の優位性を生かし、標準化技術を
核とした商品展開を図るべく新製品の開発に着手しました。 
  カード・ラベルプリンタにつきましては、経済環境悪化の影響が比較的少ない医療、食品等の内需型業
界への展開を進めましたが売上は減少いたしました。しかしながら、当会計期間においては低価格機、消
耗品を中心に回復基調となっております。 
  また、切手の代わりに郵便料金を封筒・はがきに印字するメーリングシステムにつきましては、新製品
の投入を行いましたが、OEM先の在庫調整の影響を受け、本体売上は減少となりました。消耗品に関して
は引き続き堅調に推移しております。 
  当社が生産に携わる大判プリンタにつきましては、iPF755等の４機種を市場に導入し、充実した製品ラ
インアップにより拡販が進められましたが、市場の冷え込み、在庫調整の影響を受け減産となりました。
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における当事業の売上高は、171億13百万円、営業損失は92
百万円となりました。 
  

・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
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(資産) 
当第３四半期連結会計期間末における資産は933億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して50億

23百万円減少しました。主な内容は、売上高減少による受取手形及び売掛金の減少によるものです。 
  

(負債) 
当第３四半期連結会計期間末における負債は217億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して51億

43百万円減少しました。主な内容は、仕入の減少による支払手形及び買掛金の減少、固定資産購入代金
の支払による未払金の減少、及び外国子会社配当益金不算入制度の導入による繰延税金負債の減少によ
るものです。 

  
(純資産) 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は715億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して１

億20百万円増加しました。主な内容は、利益剰余金の増加によるものです。 

  

昨年第４四半期からの景気低迷の底打ち感はあるものの、依然として当社グループを取り巻く市場環境
は厳しさが続くものと思われます。そのような経済状況のなか、当社グループでは、全社一丸となって経
営全般における業務効率向上を促進し、継続的なコスト削減による利益率の改善に努めた効果により、ま
た、当第３四半期累計期間の連結業績および 新の事業環境を反映して、平成21年７月24日に公表いたし
ました業績予想から、営業利益、経常利益及び当期純利益の予想をそれぞれ上方修正いたしました。な
お、売上高につきましては、変更いたしません。 
  

                                        (百万円) 

 
  

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

 前回予想(A) 107,000 200 600 150

 今回予想(B) 107,000 2,500 2,500 1,000

 増減額(B-A) 0 2,300 1,900 850

 増減率(%) ― ― 316.7 566.7

(ご参考)前期実績
(平成20年12月期)

148,561 6,659 6,819 6,153
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該当事項はありません。   
  

(簡便な会計処理) 
①棚卸資産の実地棚卸の省略 

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、前連結会計年度
末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。 
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場合においては、前連結会計年度決算にお
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。 
 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生状況に著しい変化が認め
られる場合においては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ
ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  
(特有の会計処理) 
  該当事項はありません。 

  

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法
から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年５月17日公表の「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」(企業会計基準委員会 実務対応報告第18号)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。 
  また、期首の利益剰余金に340百万円を加算したことに伴い、利益剰余金が同額増加しておりま
す。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会
計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引
に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以
前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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
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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21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,834 12,041

受取手形及び売掛金 24,630 27,778

有価証券 3,000 13,071

商品及び製品 3,049 2,769

仕掛品 2,454 2,751

原材料及び貯蔵品 855 795

繰延税金資産 574 384

その他 2,349 2,713

貸倒引当金 △17 △51

流動資産合計 59,728 62,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,448 13,330

機械装置及び運搬具（純額） 1,166 1,441

工具、器具及び備品（純額） 4,476 5,528

土地 12,351 12,352

建設仮勘定 137 68

有形固定資産合計 30,578 32,719

無形固定資産   

のれん 128 143

その他 398 399

無形固定資産合計 526 542

投資その他の資産   

投資有価証券 1,044 1,116

長期貸付金 － 0

長期前払費用 3 6

繰延税金資産 973 1,101

その他 609 778

貸倒引当金 △160 △189

投資その他の資産合計 2,469 2,812

固定資産合計 33,573 36,073

資産合計 93,301 98,324
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,394 16,532

未払金 744 1,992

未払費用 1,277 1,907

未払法人税等 － 699

賞与引当金 1,165 424

役員賞与引当金 － 40

製品保証引当金 36 105

設備関係支払手形 15 71

その他 241 787

流動負債合計 18,872 22,557

固定負債   

繰延税金負債 206 1,406

退職給付引当金 2,153 2,307

役員退職慰労引当金 265 328

永年勤続慰労引当金 74 84

その他 133 164

固定負債合計 2,831 4,289

負債合計 21,703 26,846

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,451 3,451

資本剰余金 14,248 14,248

利益剰余金 55,697 55,579

自己株式 △28 △23

株主資本合計 73,368 73,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △86 △70

為替換算調整勘定 △2,282 △2,269

評価・換算差額等合計 △2,368 △2,339

少数株主持分 598 562

純資産合計 71,598 71,478

負債純資産合計 93,301 98,324
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 77,573

売上原価 66,341

売上総利益 11,232

販売費及び一般管理費 9,878

営業利益 1,354

営業外収益  

受取利息 79

受取配当金 14

受取賃貸料 35

負ののれん償却額 65

その他 148

営業外収益合計 341

営業外費用  

為替差損 113

貸与資産減価償却費 12

その他 63

営業外費用合計 188

経常利益 1,507

特別利益  

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 1

貸倒引当金戻入額 64

特別利益合計 66

特別損失  

固定資産除却損 127

投資有価証券売却損 4

投資有価証券評価損 8

会員権売却損 13

関係会社再編費用 284

特別損失合計 436

税金等調整前四半期純利益 1,137

法人税、住民税及び事業税 935

法人税等調整額 △862

法人税等合計 73

少数株主利益 137

四半期純利益 927
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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21年１月１日 
 至 平成21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利益 1,137

減価償却費 5,331

のれん償却額 79

為替差損益（△は益） 83

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63

賞与引当金の増減額（△は減少） 741

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40

永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） △69

退職給付引当金の増減額（△は減少） △154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63

受取利息及び受取配当金 △93

固定資産売却損益（△は益） △1

固定資産除却損 127

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） 3,099

たな卸資産の増減額（△は増加） △66

未収入金の増減額（△は増加） 393

仕入債務の増減額（△は減少） △1,068

未払金の増減額（△は減少） △442

未払費用の増減額（△は減少） △582

未払消費税等の増減額（△は減少） 14

未収消費税等の増減額（△は増加） 279

その他 △772

小計 7,882

利息及び配当金の受取額 62

法人税等の支払額 △2,097

法人税等の還付額 393

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,240
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △3

有価証券の売却による収入 24

有形固定資産の取得による支出 △4,144

有形固定資産の売却による収入 27

投資有価証券の取得による支出 △2

無形固定資産の取得による支出 △78

貸付けによる支出 △14

貸付金の回収による収入 15

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,174

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △7

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △1,148

少数株主への配当金の支払額 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 722

現金及び現金同等物の期首残高 25,112

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,834
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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３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 事務機……………デジタル複合機、レーザビームプリンタ、事務機周辺機器、事務機機構ユニット    

(2) 産業用プリンタ・その他……フルカラーカードプリンタ、フルカラーラベルプリンタ、大判プリンタ、

マークプリンタ、OPC(有機光導電体)、デジタルカメラ用シャッタユニッ

ト、IDカードプリンタ等 

  

(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)

事務機 
(百万円)

産業用プリン
タ・その他 
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

60,460 17,113 77,573 ― 77,573

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 387 387 (387) ―

計 60,460 17,500 77,960 (387) 77,573

営業利益又は営業損失(△) 3,164 △92 3,072 (1,718) 1,354
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…中国 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ……………中国、シンガポール、マレーシア他 

(2) その他の地域 ……アメリカ、オランダ、ドイツ他 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(所在地別セグメント情報)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

73,236 4,337 77,573 ― 77,573

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

233 37,872 38,105 (38,105) ―

計 73,469 42,209 115,678 (38,105) 77,573

営業利益又は営業損失(△) 1,632 1,391 3,023 (1,669) 1,354

(海外売上高)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,166 1,075 11,241

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 77,573

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.1 1.4 14.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
 (自 平成20年１月１日

        至 平成20年９月30日）

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 119,691 100.0

Ⅱ 売上原価 100,596 84.0

   売上総利益 19,095 16.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,301 10.3

   営業利益 6,794 5.7

Ⅳ 営業外収益 740 0.6

     受取利息及び配当金 276

     為替差益 115

     その他 349

Ⅴ 営業外費用 149 0.1

     たな卸資産廃却及び評価損 103

     その他 46

   経常利益 7,385 6.2

Ⅵ 特別利益 3,132 2.6

     固定資産売却益 3,068

     貸倒引当金戻入益 64

Ⅶ 特別損失 871 0.7

     固定資産売廃却損 105

     減損損失 88

     拠点再編費用 69

     関係会社再編費用 495

     過年度永年勤続慰労引当金繰入額 114

  税金等調整前四半期純利益 9,646 8.1

  法人税、住民税及び事業税 2,278 1.9

  法人税等調整額 △402 △0.3

  少数株主利益 563 0.5

  四半期純利益 7,207 6.0
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（要約）前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
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30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 9,646

 減価償却費 3,539

 のれん償却額 99

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △52

 賞与引当金の増減額（△は減少） 372

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22

 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） 121

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △6

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △307

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 46

 受取利息及び受取配当金 △276

 固定資産売却益 △3,068

 固定資産売廃却損 105

 拠点再編費用 69

 減損損失 88

 売上債権の増減額（△は増加） △2,894

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,562

 未収入金の増減額（△は増加） 123

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,016

 未払金の増減額（△は減少） △509

 未払費用の増減額（△は減少） △223

 未払消費税等の増減額（△は減少） △36

 その他 △905

    小計 7,364

 利息及び配当金の受取額 281

 法人税等の支払額 △2,359

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
5,286
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入 20

 有価証券の売却による収入 51

 投資有価証券の取得による支出 △7

 有形固定資産の取得による支出 △6,578

 有形固定資産の売却による収入 3,205

 無形固定資産の取得による支出 △81

 貸付けによる支出 △11

 貸付金の回収による収入 10

 子会社株式の取得による支出 △9,819

 その他 △14

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△13,224

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 自己株式の取得による支出 △4

 自己株式の売却による収入 2

  親会社による配当金支払額 △1,267

  少数株主への配当金支払額 △52

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,321

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,014

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △10,273

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 34,953

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末残高

24,680
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(事業の種類別セグメント情報) 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 事務機……………デジタル複合機、レーザビームプリンタ、事務機周辺機器、事務機機構ユニット    

(2) 産業用プリンタ・その他……フルカラーカードプリンタ、フルカラーラベルプリンタ、大判プリンタ、

マークプリンタ、OPC(有機光導電体)、デジタルカメラ用シャッタユニッ

ト、IDカードプリンタ等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,964百万円)の主なものは、親会社での 

本社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 
  
(所在地別セグメント情報) 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…中国、タイ 

     ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,964百万円)の主なものは、親会社での 

本社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 
  
(海外売上高) 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…中国、シンガポール、韓国他 

  その他…アメリカ、ドイツ、オランダ他 

     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であります。 

セグメント情報

事務機 
(百万円)

産業用プリン
タ・その他 
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

96,424 23,267 119,691 ― 119,691

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,232 1,232 (1,232) ―

計 96,424 24,499 120,923 (1,232) 119,691

  営業費用 88,613 23,555 112,168 729 112,897

  営業利益 7,811 944 8,755 (1,961) 6,794

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

103,152 16,539 119,691 ― 119,691

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

86 63,436 63,522 (63,522) ―

計 103,238 79,975 183,213 (63,522) 119,691

  営業費用 98,174 76,174 174,348 (61,451) 112,897

  営業利益 5,064 3,801 8,865 (2,071) 6,794

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,451 2,831 17,282

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 119,691

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.1 2.3 14.4
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