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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

当社帰属四半期純利益※ 22年3月期第2四半期連結累計期間 △37,358百万円（対前年同四半期増減率 -）、21年3月期第2四半期連結累計期間 32,648
百万円（対前年同四半期増減率 104.3％） 
基本的1株当たり当社帰属四半期純利益※ 22年3月期第2四半期連結累計期間 △6.08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2四半期連結累計期間 -円 
※「当社帰属四半期純利益」は、平成21年3月期第2四半期連結累計期間の「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」については、「当社株主資本」の金額を記載しています。  

(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2四半期 784,004 △22.1 3,346 △86.0 △30,619 ―
21年3月期第2四半期 1,006,659 2.5 23,965 △11.3 8,675 △67.1

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2四半期 ― ―
21年3月期第2四半期 5.32 5.32

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2四半期 1,393,668 111,757 8.0 △18.51
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
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

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

（予想）
― 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  
当社帰属当期純利益※ 通期△30,000百万円 
1株当たり当社帰属当期純利益※ 通期△4円88銭 
※「当社帰属当期純利益」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 ％

通期 1,660,000 △6.2 25,000 202.1 △22,000 ―



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） 

今期、Ｂ種優先株式の一部について普通株式への転換請求があり、優先株式の取得と引換えに普通株式を交付しました。 

※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2四半期 2,937,562,549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2四半期  16,643,131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2四半期 1,916,244,634株 21年3月期第2四半期 1,855,041,412株



【当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の概況】 

 当第２四半期連結累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、中国をはじめ、アジア各国で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、個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、依然として低水準であり、設備投資も

先行きの不透明感から減少しました。 

 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」を推進しています。先行き不透明な経済状況の中、更

なる経営体質の強化、及び今後大きく成長を目指す事業へのリソースシフトを図り、今後も継続的に収益を確保して

いくため、連結会社を含めた構造改革を実施しています。 

 主に、コマーシャルカンパニー及び電子デバイスカンパニーにおける生産の海外移管や一部事業の撤退等の構造改

革に加え、全社間接部門における機能の見直しなどの構造改革を実施しています。その一貫として、社員自らが社外

に次のキャリアを求め、当社グループからの退職を選択する場合の措置として、構造改革部門に所属する社員を対象

に「特別キャリア支援」を実施しました。  

  

【連結業績概要】 

 当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比22.1％減少し7,840億円となりました。このうち国内売上

高は、前年同期比12.3％減少の3,127億円となり、海外売上高は、前年同期比27.5％減少の4,713億円となりました。

  

 部門別では、コンシューマ部門は、デジタルカメラやエアコン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18.4％減少の3,057億円となりました。 

  

 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18.5％減少の1,050億円となりました。 

  

 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25.2％減少の

3,619億円となりました。 

  

 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206億円減少の33億円となりました。継続事業税金等

調整前四半期純利益は、当社洗濯乾燥機の商品事故対策費用、特別キャリア支援の実施費用の計上などにより、前年

同期比393億円減少の306億円の損失、当社帰属四半期純利益は、前年同期比700億円減少の374億円の損失となりまし

た。 

  

＜資産＞ 

 当第２四半期末の総資産は、前年度末比483億円増加の１兆3,937億円となりました。その主な要因は、現金及び預

金が前年度末比558億円減少したものの、定期預金が前年度末比892億円増加したことなどによるものであります。こ

れは、現金及び預金を社債の償還に充当したことや、新規にシンジケートローンを組成し調達した資金の一部を定期

預金に計上したことなどによるためであります。 

＜負債及び当社株主資本＞ 

 当第２四半期末の負債合計は、前年度末比836億円増加の１兆2,574億円となりました。その主な要因は、一年内返

済長期負債が前年度末比506億円減少したものの、社債及び長期借入金が前年度末比1,301億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27億円増加したものの、利益剰余金が前年度

末比374億円減少したことなどにより、前年度末比347億円減少の1,118億円となりました。 

＜キャッシュ・フロー＞ 

 当第２四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224億円の増加、設備投資などの投資活動によ

る資金は590億円の減少、また、財務活動による資金は690億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２四半期末残高は、前年度末に比べて333億円増加し、2,527億円となりました。 

   

【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22年３月期の業績の見通しにつきましては、平成21年９月25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。） 

   

  

（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 

【米国財務会計基準審議会基準書第168号の適用】 

 平成21年６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168号「米国財務会計基準審

議会による会計基準編纂書及び一般に公正妥当と認められた会計原則のヒエラルキー－米国財務会計基準審議会

基準書第162号の改訂」(以下「基準書第168号」という。)を発行しました。基準書第168号は、米国証券取引委

員会により発行されたガイダンスを除き、米国財務会計基準審議会の会計基準編纂書(以下「ASC」という。)を

米国財務会計基準審議会が認定する、唯一かつ公式な会計基準の文献であると規定しています。基準書第168号

は平成21年９月16日以降に終了する四半期及び連結会計年度から適用され、当社では平成21年７月１日より開始

する第２四半期より適用しています。基準書第168号の適用により、当社の経営成績及び財政状態に与える影響

はありませんが、開示における会計基準への参照はASCに基づき変更しています。 

  

【ASC第810号10-65-1の適用】 

  平成19年12月に、米国財務会計基準審議会は、ASC第810号10-65-1「連結」(旧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」)を発行しました。ASC第810号10-65-1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、ASC第810号10-65-1

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日より開始する第１四半期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25,150百万円を、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、ASC第810号10-65-1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。ASC第810号10-65-1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、平成21年４月１日より

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資産の使用実態に応じて毎期平均的に配分するとともに、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、ASC第250号「会計上の変更と誤謬の訂正」(旧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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び継続事業税金等調整前四半期純利益

は3,013百万円減少しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期末 
(平成21年 
9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２四半期末 
(平成21年 
9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  99,364  155,205  △55,841 短期借入金  51,897  57,195  △5,298

定期預金  153,370  64,188  89,182 一年内返済長期負債  51,350  101,924  △50,574

受取手形及び売掛金  316,657  284,806  31,851 支払手形及び買掛金  288,543  243,761  44,782

関係会社受取手形・売掛金  19,578  25,247   △5,669 関係会社支払手形・買掛金  6,922  5,058  1,864

貸倒引当金  △6,431  △7,508  1,077 設備関係支払手形・未払金  11,225  48,288  △37,063

棚卸資産  249,865  254,474  △4,609 未払税金  5,364  5,723  △359

繰延税金  5,906  6,220  △314 従業員預り金  10,293  10,543  △250

その他  44,645  47,113  △2,468 その他  172,399  159,488  12,911

 計  882,954  829,745  53,209  計  597,993  631,980  △33,987

           

     社債及び長期借入金  435,378  305,272  130,106

投資及び貸付金    未払退職・年金費用  211,112  222,305  △11,193

関係会社投資・貸付金  40,388  40,180  208 長期繰延税金  6,946  6,824  122

その他の投資・貸付金  27,235  25,339  1,896  その他  5,966  7,418  △1,452

 計  67,623  65,519  2,104 負債合計  1,257,395  1,173,799  83,596

          

有形固定資産    (純資産の部）    

建物  367,309  364,816  2,493 当社株主資本    

機械及びその他  729,132  729,161  △29 資本金  322,242  322,242 － 

減価償却累計額  △810,192  △814,344  4,152 資本剰余金   781,953  781,951  2

土地   86,835  87,277  △442 利益剰余金  △739,770  △702,409  △37,361

建設仮勘定  11,615  26,703  △15,088
その他の包括利益 
(△損失)累計額  △246,128  △248,811  2,683

 計  384,699  393,613  △8,914 自己株式  △6,540  △6,519  △21

     計  111,757  146,454  △34,697

長期繰延税金  9,487  11,032  △1,545      

その他の資産  48,905  45,494  3,411 非支配持分  24,516  25,150  △634

          

      純資産合計  136,273  171,604  △35,331

資産合計  1,393,668  1,345,403  48,265 負債・純資産合計  1,393,668  1,345,403  48,265



  

  

  

  【 連 結 】

  比 較 連 結 損 益 計 算 書   

（９月30日に終了した６ヶ月間） （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第２四半期 
連結累計期間  

(平成21年４月１日から 
平成21年９月30日まで) 

平成20年度 第２四半期 
連結累計期間  

(平成20年４月１日から 
平成20年９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  784,004  100.0  1,006,659  100.0  △222,655  △22.1

その他の営業収益  32,357  4.1  36,214  3.6  △3,857  △10.7

売上高・営業収益計  816,361  104.1  1,042,873  103.6  △226,512  △21.7

売上原価  676,762  86.3  847,031  84.1  △170,269  △20.1

販売費及び一般管理費  136,253  17.4  171,877  17.1  △35,624  △20.7

営業利益  3,346  0.4  23,965  2.4  △20,619  △86.0

営業外収益  10,113  1.3  15,132  1.5  △5,019  △33.2

受取利息及び配当金 (1,358)  (2,562)  (△1,204)  

その他の収益 (8,755)  (12,570)   (△3,815)  

営業外費用  44,078  5.6  30,422  3.0  13,656  44.9

支払利息 (5,519)  (6,750)  (△1,231)  

その他の費用 (38,559)   (23,672)  (14,887)  

継続事業税金等調整前 

四半期純利益(△損失) 
 △30,619  △3.9  8,675  0.9  △39,294  －

法人税等  7,064  0.9  4,697  0.5  2,367  50.4

継続事業非支配持分帰属損益
控除前四半期純利益 
(△損失)  

 △37,683  △4.8  3,978  0.4  △41,661    －

非継続事業税金等調整前 
四半期純利益  

 －  －  31,594  3.1  △31,594  －

法人税等  －   －  795  0.1  △795  －

非継続事業四半期純利益  －  －  30,799  3.0  △30,799  －

非支配持分帰属損益控除前 
四半期純利益(△損失) 

 △37,683  △4.8  34,777  3.4  △72,460  －

非支配持分帰属損益(控除)  △325  △0.0  2,129  0.2  △2,454  －

当社帰属四半期純利益     
(△損失)     

 △37,358  △4.8  32,648  3.2  △70,006    －



  

  

【 連 結 】

  比較連結キャッシュ・フロー計算書   

（９月30日に終了した６ヶ月間） （単位：百万円）

項目  

平成21年度 第２四半期 
連結累計期間  

（平成21年４月１日から 
平成21年９月30日まで） 

平成20年度 第２四半期 
連結累計期間  

（平成20年４月１日から 
平成20年９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）  △37,683  34,777

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  33,910  41,194

固定資産の減損  1,049  1,512

売上債権の増減額（△は増加）  △21,638  △27,679

たな卸資産の増減額（△は増加）  3,312  △28,486

仕入債務の増減額（△は減少）  49,363  29,212

その他  △5,888  △24,660

営業活動によるキャッシュ・フロー計  22,425  25,870

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  221  2,963

有形固定資産の購入  △58,666  △40,069

有形固定資産の売却  1,087  5,666

その他  △1,683  46,155

投資活動によるキャッシュ・フロー計  △59,041  14,715

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額（△は減少）  △10,482  △9,693

長期負債の増加（△は減少）  79,650  △34,840

配当金の支払  △337  △693

その他  170  569

財務活動によるキャッシュ・フロー計  69,001  △44,657

Ⅳ．為替変動の現金及び現金等価物への影響額  △705  849

Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額  31,680  △3,223

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  1,661  －

Ⅷ．現金及び現金等価物の期末残高  252,734  277,483



  
 （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．ASC第205号-20「財務諸表の表示 - 非継続事業」（旧米国財務会計基準審議会基準書第144号）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。 

  

  【 連 結 】

  事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト   

（９月30日に終了した６ヶ月間） （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成21年４月１日から 
平成21年９月30日まで） 

平成20年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成20年４月１日から 
平成20年９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  307,660  37.3  374,559  35.6  △66,899  △17.9

コマーシャル部門  106,115  12.9  129,897  12.4  △23,782  △18.3

コンポーネント部門  365,384  44.4  489,371  46.5  △123,987  △25.3

その他部門  44,649  5.4  57,718  5.5  △13,069  △22.6

計 823,808  100.0  1,051,545  100.0  △227,737  △21.7

消去又は全社  △7,447  －  △8,672      －  1,225         －

連結 816,361  －  1,042,873      －  △226,512  △21.7

営 
業 
利 
益 

コンシューマ部門  5,862  32.2  △292  △0.8  6,154  －

コマーシャル部門  3,434  18.9  2,618  6.8  816  31.2

コンポーネント部門  11,151  61.3  36,182  94.1  △25,031  △69.2

その他部門  △2,260 △12.4  △42  △0.1  △2,218  －

計 18,187  100.0  38,466  100.0  △20,279  △52.7

消去又は全社  △14,841  －  △14,501      －  △340  －

連結 3,346  －  23,965      －  △20,619  △86.0



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   

（９月30日に終了した６ヶ月間） （単位：百万円）

項目 

平成21年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成21年４月１日から 
平成21年９月30日まで） 

平成20年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成20年４月１日から 
平成20年９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  305,698  39.0  374,463  37.2  △68,765  △18.4

コマーシャル部門  105,029  13.4  128,871  12.8  △23,842  △18.5

コンポーネント部門  361,900  46.2  483,663  48.0  △121,763  △25.2

その他部門  11,377  1.4  19,662  2.0  △8,285  △42.1

合計  784,004  100.0  1,006,659  100.0  △222,655  △22.1

内 
訳 

国内売上高  312,738  39.9  356,620  35.4  △43,882  △12.3

海外売上高  471,266  60.1  650,039  64.6  △178,773  △27.5



 

  

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167社、持分法適用会社52社 

４．（ ）内は売上高に対する比率であります。 

  

    
平成21年度 第2四半期累計 

    
        

  

  

連  結  決  算  概  要 

  
  

  

１．９月30日に終了した６ヶ月間 （単位：百万円）

  

平成21年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成21年４月１日から 
平成21年９月30日まで） 

平成20年度 第２四半期 
連結累計期間 

（平成20年４月１日から 
平成20年９月30日まで） 

前年同期増減率 

売上高  784,004  1,006,659 ％ △22.1

営業利益 
 

( ％) 
3,346
0.4

 
( ％) 
23,965
2.4

％ △86.0

継続事業税金等調整前四半
期純利益(△損失) 

 
( ％) 
△30,619
△3.9

 
( ％) 
8,675
0.9

 －

当社帰属四半期純利益 
(△損失) 

 
( ％) 
△37,358
△4.8

 
( ％) 
32,648
3.2

 －

１株当たり当社帰属四半期
純利益(△損失) 

円 銭 
  △6 08

円 銭 
  5 32

 －



2009年10月29日
三洋電機株式会社

（連結）

1. 連結経営成績

2. 事業の種類別セグメント

3. 営業外損益

4. 売上高

(1) 部門別売上高

(2) 地域別売上高

(3) 主要製品売上高

5. 連結貸借対照表項目

6. 連結キャッシュ・フロー項目

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22年3月期（2009年度）
第2四半期　決算補足資料

（ 2009年4月1日 ～ 2009年9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2四半期（3カ月間） 通期（12カ月間）

784,004 1,006,659 △222,655 422,711 526,983 △104,272 1,660,000 1,770,656 △110,656
3,346 23,965 △20,619 12,322 18,968 △6,646 25,000 8,276 16,724

△30,619 8,675 △39,294 △13,692 6,213 △19,905 △22,000 △113,748 91,748
- 30,799 △30,799 - 3,649 △3,649 - 28,932 △28,932

△37,358 32,648 △70,006 △18,957 4,400 △23,357 △30,000 △93,226 63,226

△6.08 5.32 △11.40 △3.08 0.72 △3.80 △ 4.88 △15.18 10.30

※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2四半期（3カ月間）

コンシューマ部門 307,660 374,559 △66,899 164,374 195,541 △31,167
AV・情報通信機器 215,904 263,783 △47,879 116,939 135,902 △18,963
電化機器 91,756 110,776 △19,020 47,435 59,639 △12,204

コマーシャル部門 106,115 129,897 △23,782 55,720 69,049 △13,329
コンポーネント部門 365,384 489,371 △123,987 199,332 256,110 △56,778

電子デバイス 99,186 149,161 △49,975 53,750 78,729 △24,979
電池 209,060 276,723 △67,663 111,388 144,221 △32,833
その他 57,138 63,487 △6,349 34,194 33,160 1,034

その他部門 44,649 57,718 △13,069 22,714 30,622 △7,908
消去又は全社 △7,447 △8,672 1,225 △3,041 △4,861 1,820
連結 816,361 1,042,873 △226,512 439,099 546,461 △107,362

コンシューマ部門 5,862 △292 6,154 4,367 817 3,550
AV・情報通信機器 5,608 2,391 3,217 4,566 1,652 2,914
電化機器 254 △2,683 2,937 △199 △835 636

コマーシャル部門 3,434 2,618 816 3,128 2,413 715
コンポーネント部門 11,151 36,182 △25,031 13,016 22,374 △9,358

電子デバイス △2,671 △2,274 △397 1,867 △1,473 3,340
電池 12,662 37,506 △24,844 9,144 22,378 △13,234
その他 1,160 950 210 2,005 1,469 536

その他部門 △2,260 △42 △2,218 △572 166 △738
消去又は全社 △14,841 △14,501 △340 △7,617 △6,802 △815
連結 3,346 23,965 △20,619 12,322 18,968 △6,646

3. 営業外損益 （百万円）

第2四半期（3カ月間）

金融収支 △4,161 △4,188 27 △2,209 △1,976 △233
為替差損益 △2,272 △703 △1,569 △2,362 △2,621 259
持分法投資損益 372 813 △441 △154 1,284 △1,438
固定資産処分損益 △863 2,568 △3,431 △823 2,954 △3,777
固定資産減損 △1,049 △1,383 334 △1,049 △1,245 196
投資有価証券売却損益 △13 1,587 △1,600 △20 49 △69
投資有価証券評価損益 △523 △356 △167 △194 △47 △147
その他 △25,456 △13,628 △11,828 △19,203 △11,153 △8,050
営業外損益合計 △33,965 △15,290 △18,675 △26,014 △12,755 △13,259

第2四半期累計（6カ月間）

第2四半期累計（6カ月間）

第2四半期累計（6カ月間）

増減
2008年度

実績

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

2008年度
実績

2009年度
予想

非 継 続 事 業 四 半 期 純 利 益

売 上 高

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

2008年度
実績

増減

増減

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

1 株 当 た り 当 社 帰 属
四 半 期 純 利 益 （ 円 ）

2009年度
実績

2009年度
実績

2008年度
実績

増減

売上高
及び
営業収益

営業利益

2009年度
実績

2008年度
実績

増減



4. 売上高

(1) 部門別売上高 （百万円）

第2四半期累計（6カ月間） 第2四半期（3カ月間） 通期（12カ月間）

コンシューマ部門 305,698 374,463 △68,765 △18.4% 164,068 196,214 △32,146 △16.4% 636,200 △6.3%
国内 139,804 155,160 △15,356 △9.9% 72,425 84,300 △11,875 △14.1% 285,400 △6.5%
海外 165,894 219,303 △53,409 △24.4% 91,643 111,914 △20,271 △18.1% 350,800 △6.1%

コマーシャル部門 105,029 128,871 △23,842 △18.5% 54,556 68,090 △13,534 △19.9% 233,800 △7.7%
国内 73,301 84,042 △10,741 △12.8% 37,190 44,052 △6,862 △15.6% 157,900 △3.9%
海外 31,728 44,829 △13,101 △29.2% 17,366 24,038 △6,672 △27.8% 75,900 △14.9%

コンポーネント部門 361,900 483,663 △121,763 △25.2% 197,895 252,466 △54,571 △21.6% 765,400 △4.9%
国内 90,093 98,740 △8,647 △8.8% 51,535 50,261 1,274 2.5% 195,800 15.0%
海外 271,807 384,923 △113,116 △29.4% 146,360 202,205 △55,845 △27.6% 569,600 △10.3%

その他部門 11,377 19,662 △8,285 △42.1% 6,192 10,213 △4,021 △39.4% 24,600 △26.8%
国内 9,540 18,678 △9,138 △48.9% 5,016 9,982 △4,966 △49.7% 20,900 △32.9%
海外 1,837 984 853 86.7% 1,176 231 945 409.1% 3,700 51.1%

合計 784,004 1,006,659 △222,655 △22.1% 422,711 526,983 △104,272 △19.8% 1,660,000 △6.2%
国内 312,738 356,620 △43,882 △12.3% 166,166 188,595 △22,429 △11.9% 660,000 △1.6%
海外 471,266 650,039 △178,773 △27.5% 256,545 338,388 △81,843 △24.2% 1,000,000 △9.1%

※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）

第2四半期累計（6カ月間） 第2四半期（3カ月間） 通期（12カ月間）

海外計 471,266 650,039 △178,773 △27.5% 256,545 338,388 △81,843 △24.2% 1,000,000 △9.1%
北米 101,239 132,290 △31,051 △23.5% 54,627 66,455 △11,828 △17.8% 214,270 △6.8%
ヨーロッパ 72,502 117,160 △44,658 △38.1% 35,793 56,896 △21,103 △37.1% 163,520 △15.0%
アジア 268,117 364,188 △96,071 △26.4% 150,321 195,264 △44,943 △23.0% 558,500 △8.2%
その他 29,408 36,401 △6,993 △19.2% 15,804 19,773 △3,969 △20.1% 63,710 △7.8%

国内計 312,738 356,620 △43,882 △12.3% 166,166 188,595 △22,429 △11.9% 660,000 △1.6%
合計 784,004 1,006,659 △222,655 △22.1% 422,711 526,983 △104,272 △19.8% 1,660,000 △6.2%
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(3) 主要製品売上高 （百万円）

第2四半期累計（6カ月間） 第2四半期（3カ月間） 通期（12カ月間）

テレビ 55,172 58,276 △3,104 △5.3% 30,957 23,536 7,421 31.5% 113,100 5.0%
国内 2,128 3,388 △1,260 △37.2% 1,076 1,513 △437 △28.9% 4,300 △35.6%
海外 53,044 54,888 △1,844 △3.4% 29,881 22,023 7,858 35.7% 108,800 7.6%

プロジェクター 20,769 26,944 △6,175 △22.9% 11,745 14,389 △2,644 △18.4% 46,100 △6.0%
国内 881 930 △49 △5.3% 512 511 1 0.2% 2,200 0.3%
海外 19,888 26,014 △6,126 △23.5% 11,233 13,878 △2,645 △19.1% 43,900 △6.3%

デジタルカメラ 78,716 102,901 △24,185 △23.5% 41,523 59,154 △17,631 △29.8% 152,700 △17.1%
国内 50,073 54,362 △4,289 △7.9% 26,443 32,532 △6,089 △18.7% 88,200 △16.9%
海外 28,643 48,539 △19,896 △41.0% 15,080 26,622 △11,542 △43.4% 64,500 △17.5%

情報機器 26,320 30,250 △3,930 △13.0% 14,283 16,651 △2,368 △14.2% 55,900 △0.2%
国内 23,829 24,938 △1,109 △4.4% 12,776 13,522 △746 △5.5% 50,400 11.8%
海外 2,491 5,312 △2,821 △53.1% 1,507 3,129 △1,622 △51.8% 5,500 △49.6%

冷蔵庫 21,897 23,913 △2,016 △8.4% 11,774 12,548 △774 △6.2% 43,100 7.6%
国内 10,403 10,043 360 3.6% 5,571 5,535 36 0.7% 19,300 11.7%
海外 11,494 13,870 △2,376 △17.1% 6,203 7,013 △810 △11.5% 23,800 4.4%

エアコン 14,674 22,185 △7,511 △33.9% 7,636 12,108 △4,472 △36.9% 29,300 △16.1%
国内 3,120 3,996 △876 △21.9% 1,521 1,853 △332 △17.9% 5,900 △6.3%
海外 11,554 18,189 △6,635 △36.5% 6,115 10,255 △4,140 △40.4% 23,400 △18.2%

洗濯機 19,236 18,955 281 1.5% 10,080 9,840 240 2.4% 36,500 △8.8%
国内 15,084 13,891 1,193 8.6% 7,791 7,384 407 5.5% 27,700 △10.0%
海外 4,152 5,064 △912 △18.0% 2,289 2,456 △167 △6.8% 8,800 △4.9%

ショーケース 29,425 28,682 743 2.6% 15,070 15,449 △379 △2.5% 56,100 0.7%
国内 18,677 18,152 525 2.9% 9,467 9,480 △13 △0.1% 37,200 10.4%
海外 10,748 10,530 218 2.1% 5,603 5,969 △366 △6.1% 18,900 △14.2%

大型エアコン 21,805 35,175 △13,370 △38.0% 11,538 18,498 △6,960 △37.6% 54,700 △18.1%
国内 11,279 14,371 △3,092 △21.5% 5,894 6,869 △975 △14.2% 23,100 △12.6%
海外 10,526 20,804 △10,278 △49.4% 5,644 11,629 △5,985 △51.5% 31,600 △21.7%

業務用厨房機器 15,253 17,987 △2,734 △15.2% 7,923 10,205 △2,282 △22.4% 33,100 △11.5%
国内 14,699 15,923 △1,224 △7.7% 7,607 9,332 △1,725 △18.5% 31,300 △10.3%
海外 554 2,064 △1,510 △73.2% 316 873 △557 △63.8% 1,800 △28.3%

半導体 49,139 76,006 △26,867 △35.3% 27,097 39,926 △12,829 △32.1% 105,600 △9.8%
国内 17,452 28,681 △11,229 △39.2% 9,592 15,298 △5,706 △37.3% 41,100 △10.0%
海外 31,687 47,325 △15,638 △33.0% 17,505 24,628 △7,123 △28.9% 64,500 △9.7%

電子部品 43,406 59,208 △15,802 △26.7% 22,956 30,146 △7,190 △23.9% 85,000 △16.6%
国内 4,064 6,481 △2,417 △37.3% 2,176 2,462 △286 △11.6% 8,700 △28.3%
海外 39,342 52,727 △13,385 △25.4% 20,780 27,684 △6,904 △24.9% 76,300 △15.1%

二次電池 138,889 205,110 △66,221 △32.3% 72,315 107,936 △35,621 △33.0% 294,400 △14.1%
国内 28,562 33,558 △4,996 △14.9% 15,005 16,214 △1,209 △7.5% 58,900 △4.1%
海外 110,327 171,552 △61,225 △35.7% 57,310 91,722 △34,412 △37.5% 235,500 △16.3%

太陽電池 44,467 46,907 △2,440 △5.2% 25,331 24,163 1,168 4.8% 98,700 21.6%
国内 22,009 10,405 11,604 111.5% 13,131 4,849 8,282 170.8% 48,200 115.0%
海外 22,458 36,502 △14,044 △38.5% 12,200 19,314 △7,114 △36.8% 50,500 △14.0%

光ピックアップ 48,368 52,048 △3,680 △7.1% 29,149 27,100 2,049 7.6% 102,500 25.9%
国内 2,280 4,227 △1,947 △46.1% 1,811 2,928 △1,117 △38.1% 4,900 1,016.2%
海外 46,088 47,821 △1,733 △3.6% 27,338 24,172 3,166 13.1% 97,600 20.5%
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5. 連結貸借対照表項目 （百万円）

総資産 1,393,668 1,345,403 48,265
株主資本 111,757 146,454 △34,697
株主資本比率 8.0% 10.9% △2.9ﾎﾟｲﾝﾄ
棚卸資産 249,865 254,474 △4,609
有利子負債残高 523,992 447,939 76,053
ネット有利子負債残高 271,258 228,546 42,712
デット・エクイティ・レシオ 4.7倍 3.1倍 1.6倍

1株当たり株主資本 （円） △18.51 △25.00 6.49

6. 連結キャッシュ・フロー項目 （百万円）

第2四半期累計（6カ月間） 第2四半期（3カ月間）

営業キャッシュ・フロー 22,425 25,870 △3,445 35,576 29,048 6,528
投資キャッシュ・フロー △59,041 14,715 △73,756 △45,881 △11,446 △34,435
フリー・キャッシュ・フロー △36,616 40,585 △77,201 △10,305 17,602 △27,907
財務キャッシュ・フロー 69,001 △44,657 113,658 △51,159 △17,030 △34,129
現預金残高（期末） 252,734 277,483 △24,749 252,734 277,483 △24,749

7. その他補足情報 （百万円）

第2四半期累計（6カ月間） 第2四半期（3カ月間）

設備投資(有形固定資産） 21,414 45,826 △24,412 13,017 25,598 △12,581
電池 9,712 23,842 △14,130 6,127 12,206 △6,079
電子部品 2,976 8,719 △5,743 1,740 4,111 △2,371
半導体 1,332 2,915 △1,583 1,191 2,346 △1,155
その他 7,394 10,350 △2,956 3,959 6,935 △2,976

減価償却費（有形固定資産） 30,781 36,196 △5,415 15,969 18,926 △2,957
研究開発費 30,292 38,406 △8,114 14,709 18,422 △3,713

第2四半期（6カ月間）

為替レート USドル 期中平均 96円 106円 △10円
期末 90円 104円 △14円

ユーロ 期中平均 133円 163円 △30円
期末 132円 149円 △17円

関係会社数 219 242 △23
連結子会社数 167 184 △17
持分法適用会社数 52 58 △6

従業員数 98,036名 98,765名 △729名
国内 28,447名 29,449名 △1,002名
海外 69,589名 69,316名 273名
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