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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） 

 

(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 ％

22年3月期第2四半期 14,478 △22.1 1,149 △55.0 1,238 △51.1 809 △48.6
21年3月期第2四半期 18,595 ― 2,555 ― 2,531 ― 1,573 ―

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

22年3月期第2四半期 2,014.01 2,009.40
21年3月期第2四半期 3,734.60 3,722.89

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

22年3月期第2四半期 26,320 17,092 64.9 42,542.29
21年3月期 25,631 17,796 69.4 44,303.37

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,092百万円 21年3月期  17,796百万円

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
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 ― 3,000.00 3,000.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 3,000.00 3,000.00

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   

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 35,500 5.0 3,550 △17.7 3,500 △16.2 2,130 △17.4 5,301.73



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  

(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、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。 

(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） 

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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って大きく異なる結果となる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、6ページ【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 無
② ①以外の変更 無

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 421,756株 21年3月期  421,696株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  20,000株 21年3月期  20,000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 401,732株 21年3月期第2四半期 421,152株



当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、各国政府の景気刺激策により景気の底打

ち感が見え始めたものの、設備投資や個人消費は依然低迷しており、前年下期に引き続き厳しいものとなりました。

また、為替は、円ドルはほぼ想定レート（１ドル95円）で推移し、円ユーロは想定レート（１ユーロ120円）よりも

ユーロ高で推移しましたが、前年同期比では円に対して大幅なドル安、ユーロ安となりました。 

日本国内においては、景気刺激策により製造業活動は緩やかに持ち直しつつも、輸出や設備投資の大幅な減少、雇

用・所得環境の悪化が続いており、個人消費も低水準が続いています。米国では、金融不安の後退や政府による自動

車買い替え支援策などから個人消費の押し上げ効果が見られたものの、失業率の上昇、在庫調整などは続いており、

設備投資や個人消費も引き続き低迷しています。欧州では、企業設備投資の縮小、雇用情勢の悪化による個人消費低

迷などにより景気後退の長期化が危ぶまれるなか、域内各国の積極的な景気対策の効果により、低水準ながらも持ち

直しの兆しが見られました。アジア・オセアニア地域では、中国の内需主導による景気回復が進むなか、韓国や台湾

の輸出拡大にも波及効果を見せるなど、総じて景気動向は緩やかながら回復傾向を示しています。 

このような事業環境のもと、当社グループの業績は、前年同期比では減収減益となりましたが、期初予想に対して

は、売上が若干未達だったものの、利益においては原価改善や経費管理に努めたことなどにより大幅に上回ることが

できました。また、マルチタッチテクノロジを加えた新ユーザインターフェース戦略を９月に発表し、同時にコンシ

ューマ向けに「Bamboo（バンブー）」新シリーズを市場投入しました。さらに、ユーザインターフェース分野でのリ

ーダーシップを強化するため、ウィンドウズ７に対応するマルチタッチ・コンポーネントのPCメーカーへの供給を開

始しました。そして、プロフェッショナル向けDJ（ディスクジョッキー）機器「nextbeat（ネクストビート）」につ

いては開発を終え、日本より発売を開始し、欧州での発売も順次予定しています。また、前連結会計年度から法制化

された内部統制報告制度への対応も着実に進めました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高が14,477,543千円（前年同期比22.1％減）となり、営業

利益は1,149,416千円（同55.0％減）、経常利益は1,238,077千円（同51.1％減）、四半期純利益は809,093千円（同

48.6％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 電子機器事業 

電子機器事業の主要製品であるタブレット製品については、昨年来の世界的な景気後退による需要減退には底打

ち感があるものの、為替変動の影響を大きく受けました。プロフェッショナルタブレットに関しては、３月に発売

した「Intuos４（インテュオス）」が販売台数を伸ばしたものの、低価格志向が強く、売上は前年同期を下回りま

した。一方、コンシューマタブレットに関しては、旧シリーズが発売から２年以上経過したことや、低迷する個人

消費の影響を受け売上は減少しましたが、９月に市場投入したマルチタッチ操作採用の「Bamboo」新シリーズは好

感されています。液晶タブレットに関しても、企業の設備投資削減などの影響を大きく受け、売上は減少しまし

た。 

コンポーネント分野に関しては、当社コンポーネント製品の主要顧客先の販売が伸び悩んでいることに加え、競

合環境にも変化があったことから、売上は前年同期を大幅に下回りました。一方で、８月からウィンドウズ７に対

応するマルチタッチセンサーシステムの量産と出荷を開始し、今後の回復が期待されます。 

この結果、売上高は14,284,883千円（前年同期比21.5％減）、営業利益は2,031,371千円（同43.0％減）となり

ました。 

② ECS事業 

ECS事業においては、事業環境は依然厳しく、製造業各社の設備投資の縮小を受け業績は低調でした。そのよう

ななかにあって、電気設計用CADシステム「ECAD／dio（イーキャドディオ）Ver9.0」の既存ユーザーへの販売とと

もに他社システムからECAD／dioへの置き換えに注力しました。また、ホームページの一新や展示会への出展な

ど、販促活動を強化しました。９月には当CADシステムの 新版「ECAD／dio Ver10.0」をリリースしました。 

この結果、売上高は192,660千円（前年同期比51.4％減）、営業損失は49,894千円（前年同期は営業利益35,496

千円）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

電子機器事業においては、全体として堅調に推移しました。プロフェッショナルタブレットの「Intuos」シリー

ズが、３月に発売した「Intuos４」の大手量販店を中心とした店頭での訴求展開や広告展開が効果を上げ、順調に

売上を伸ばしました。コンシューマタブレットに関しては、旧シリーズが発売から２年以上経過したこともあり、

売上は前年同期を僅かに上回るにとどまりましたが、９月に市場投入したマルチタッチ操作採用の「Bamboo」新シ

リーズは好感されています。また、液晶タブレットに関しては、「DTU（ディーティーユー）」シリーズが医療市

【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

2009/10/29 14:16:26

- 1 -



場向けに、「DTF（ディーティーエフ）」シリーズが教育市場向けにそれぞれ堅調に推移しましたが、「Cintiq

（シンティック）」シリーズの販売が苦戦し、売上は減少しました。  

コンポーネント分野に関しては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。 

また、ECS事業においても、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。 

この結果、売上高は5,213,364千円（前年同期比27.2％減）、営業利益は1,712,668千円（同43.2％減）となりま

した。 

② 米国 

米国子会社が担当する米州市場においては、景気後退による消費減衰が回復せず、全般的に厳しい状況が続きま

した。プロフェッショナルタブレットに関しては、３月に発売した「Intuos４」は好評を博したものの、企業ユー

ザ需要が回復せず、売上は前年を下回りました。コンシューマタブレットに関しては、旧シリーズの低価格帯製品

の販売割合が高く売上は減少しましたが、９月に市場投入したマルチタッチ操作採用の「Bamboo」新シリーズは好

感されています。また、液晶タブレットに関しては、プロフェッショナル向け製品やコンシューマ向け製品よりも

高価格帯の製品群であることから、企業や個人の購買意欲が依然として低く、売上は前年同期を大幅に下回りまし

た。  

この結果、売上高は4,207,844千円（前年同期比26.5％減）、営業利益は62,434千円（同86.0％減）となりまし

た。 

③ ドイツ 

ドイツ子会社が担当する欧州市場においては、地域差はあるものの景気に底打ち感が見られました。現地通貨ベ

ースでの売上はおおむね堅調に推移しましたが、前年に比べ大幅なユーロ安のため、円ベースでは二桁減となりま

した。プロフェッショナルタブレットに関しては、販売台数は増加したものの、低価格帯製品の販売割合が高かっ

たこともあり、売上は減少しました。コンシューマタブレットに関しては、現地通貨ベースでは小幅ながらも前年

を上回りましたが、売上は減少しました。９月に市場投入したマルチタッチ操作採用の「Bamboo」新シリーズは好

感されています。また、液晶タブレットに関しても、「Cintiq」シリーズの販売が回復したこと、教育市場向け

OEM案件や「SignPad（サインパッド）」が好調に推移したことにより販売台数は大幅に伸びましたが、売上は前年

を下回りました。 

地域的には、英国、ロシアが引き続き苦戦しましたが、ドイツ、イタリアなどの販売は順調に推移しておりま

す。 

この結果、売上高は3,198,096千円（前年同期比15.3％減）、営業利益は118,669千円（同610.5％増）となりま

した。 

④ アジア・オセアニア 

アジア・オセアニア地域の子会社が担当する市場においては、全体に回復傾向にあります。プロフェッショナル

タブレットに関しては、３月に発売した「Intuos４」が順調に販売を伸ばしたこと、また、旧製品の教育市場向け

販売が堅調だったこともあり、売上は堅調に推移しました。一方、コンシューマタブレットに関しては、依然続く

景気後退の影響で「Bamboo」シリーズの販売が回復できず、売上は減少しました。液晶タブレットに関しては、販

売台数では前年同期を僅かに上回りましたが、為替の影響により売上は前年を下回りました。 

地域的には、韓国、インド及びアセアン地域の販売が苦戦しましたが、台湾及び豪州は堅調に推移しました。中

国では、政府の内需拡大策が功を奏し官公庁や教育機関などを中心に販売が進み、前年同期を上回るまでに回復し

ました。 

この結果、売上高は1,858,239千円（前年同期比3.9％減）、営業利益は79,504千円（同41.3％減）となりまし

た。 

  

（注）当社製品説明の用語について、表現統一のため、当第２四半期決算短信より以下に読み替えて使用し    

   ています。 

（旧）プロフェッショナルグラフィックス・タブレット→（新）プロフェッショナルタブレット 

（旧）コンシューマグラフィックス・タブレット→（新）コンシューマタブレット 

（旧）液晶一体型タブレット→（新）液晶タブレット 

  

2009/10/29 14:16:26

- 2 -



① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末と比べ688,776千円増加し、26,319,833  

千円となりました。これは主に、新製品リリースに伴う部材の有償支給の増加により、その他流動資産が401,688

千円増加したこと、競争力維持を目的とした知的財産権の取得や、次期基幹業務システムの構築などにより無形固

定資産が280,151千円増加したことによるものです。 

負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,393,643千円増加し、9,228,213千円となりました。これは主に、新製

品リリースに伴う部材仕入の増加により支払手形及び買掛金が933,247千円増加したことによるものです。 

純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ704,867千円減少し、17,091,620千円となりました。これは主に、四

半期純利益により809,093千円増加したものの、剰余金の配当1,205,088千円、円高により為替換算調整勘定が

309,932千円減少したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

べ、201,982千円減少（前年同期は1,123,214千円減少）し、当第２四半期連結会計期間末では、10,812,132千円と

なりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果得られた資金は、1,873,217千円（前年同期は451,902千円の収入）となりました。主な増加は、

税金等調整前四半期純利益1,210,875千円、仕入債務の増加額1,063,166千円です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、663,321千円（前年同期は810,013千円の使用）となりました。主な内訳は、金

型、知的財産権及び次期基幹業務システム等の固定資産の取得による支出666,770千円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、1,197,699千円（前年同期は823,618千円の使用）となりました。主な内訳は、

配当金の支払額1,198,741千円です。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、世界的な景気低迷の影響を受けるなか、売上高におい

て若干の未達となりましたが、営業利益、経常利益及び当期純利益については、原価改善や経費管理に努めたことな

どにより、当初予想を上回る結果となりました。 

なお、通期連結業績予想については、依然として不透明な経営環境が続くことが見込まれていることから、平成21

年５月８日公表の当初予想を据え置くこととします。 

また、為替レートについては、下期平均で１ドル90円、１ユーロ130円を想定しております。  

  

該当事項はありません。   

  

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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ので、前連結会計年度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。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。   

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

当第２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,812,132 9,994,114

受取手形及び売掛金 4,064,209 3,897,615

有価証券 500,000 1,520,000

商品及び製品 2,396,297 2,164,512

仕掛品 215,498 162,442

原材料及び貯蔵品 515,118 747,434

その他 2,759,465 2,357,777

貸倒引当金 △17,712 △35,689

流動資産合計 21,245,007 20,808,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,759,224 1,867,517

その他（純額） 2,177,355 2,102,640

有形固定資産合計 3,936,579 3,970,157

無形固定資産   

のれん 91,324 110,098

その他 837,352 538,427

無形固定資産合計 928,676 648,525

投資その他の資産   

その他 210,098 206,088

貸倒引当金 △527 △1,918

投資その他の資産合計 209,571 204,170

固定資産合計 5,074,826 4,822,852

資産合計 26,319,833 25,631,057

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,828,964 3,895,717

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 336,122 414,881

賞与引当金 449,787 343,537

役員賞与引当金 44,232 －

その他 1,924,239 1,613,275

流動負債合計 8,183,344 6,867,410

固定負債   

退職給付引当金 446,491 420,151

役員退職慰労引当金 442,573 429,227

その他 155,805 117,782

固定負債合計 1,044,869 967,160

負債合計 9,228,213 7,834,570
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（単位：千円）

当第２四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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,195,875 4,195,345

資本剰余金 4,037,289 4,036,759

利益剰余金 11,901,518 12,297,513

自己株式 △1,848,486 △1,848,486

株主資本合計 18,286,196 18,681,131

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,194,576 △884,644

評価・換算差額等合計 △1,194,576 △884,644

純資産合計 17,091,620 17,796,487

負債純資産合計 26,319,833 25,631,057
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,595,402 14,477,543

売上原価 9,477,214 7,105,377

売上総利益 9,118,188 7,372,166

販売費及び一般管理費 6,562,792 6,222,750

営業利益 2,555,396 1,149,416

営業外収益   

受取利息及び配当金 56,692 13,188

為替差益 － 74,433

その他 10,937 9,001

営業外収益合計 67,629 96,622

営業外費用   

支払利息 6,252 5,490

為替差損 73,887 －

その他 11,951 2,471

営業外費用合計 92,090 7,961

経常利益 2,530,935 1,238,077

特別利益   

固定資産売却益 854 －

貸倒引当金戻入額 468 －

受取和解金 14,217 －

特別利益合計 15,539 －

特別損失   

固定資産売却損 1,265 635

固定資産除却損 1,866 26,567

特別損失合計 3,131 27,202

税金等調整前四半期純利益 2,543,343 1,210,875

法人税等 970,507 401,782

四半期純利益 1,572,836 809,093
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,557,430 7,152,783

売上原価 4,689,085 3,507,424

売上総利益 4,868,345 3,645,359

販売費及び一般管理費 3,380,341 2,974,766

営業利益 1,488,004 670,593

営業外収益   

受取利息及び配当金 34,835 5,914

為替差益 10,243 34,798

その他 5,349 6,492

営業外収益合計 50,427 47,204

営業外費用   

支払利息 3,409 2,893

その他 7,390 1,301

営業外費用合計 10,799 4,194

経常利益 1,527,632 713,603

特別利益   

固定資産売却益 854 －

受取和解金 14,217 －

特別利益合計 15,071 －

特別損失   

固定資産売却損 1,265 486

固定資産除却損 1,083 26,115

特別損失合計 2,348 26,601

税金等調整前四半期純利益 1,540,355 687,002

法人税等 569,106 228,928

四半期純利益 971,249 458,074
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 2,543,343 1,210,875

減価償却費 310,948 300,628

引当金の増減額（△は減少） 7,716 177,553

受取利息及び受取配当金 △56,692 △13,188

支払利息 6,252 5,490

売上債権の増減額（△は増加） △841,722 △754,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,788 △162,685

仕入債務の増減額（△は減少） △117,343 1,063,166

その他 △150,307 403,590

小計 1,774,983 2,230,501

利息及び配当金の受取額 33,263 23,037

利息の支払額 △6,229 △6,274

法人税等の支払額 △1,350,115 △374,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,902 1,873,217

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 △751,636 △666,770

その他 △58,377 3,449

投資活動によるキャッシュ・フロー △810,013 △663,321

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 221,233 1,042

配当金の支払額 △1,044,851 △1,198,741

財務活動によるキャッシュ・フロー △823,618 △1,197,699

現金及び現金同等物に係る換算差額 58,515 △214,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,123,214 △201,982

現金及び現金同等物の期首残高 13,577,194 11,014,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,453,980 10,812,132
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

（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〕

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  14,284,883  192,660  14,477,543  －  14,477,543

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  14,284,883  192,660  14,477,543  －  14,477,543

営業利益（△は営業損失）   2,031,371  △49,894  1,981,477 (832,061)  1,149,416

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  7,057,849  94,934  7,152,783  －  7,152,783

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,057,849  94,934  7,152,783  －  7,152,783

営業利益（△は営業損失）  1,053,513  △15,792  1,037,721 (367,128)  670,593
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前第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） 

  

前第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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び管理上の事業区分を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電子機器事業で46,999千円、ECS事業で82千円それぞれ

減少しております。 

  

（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） 

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。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電子機器事業で

17,353千円減少しております。 

  

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  18,198,928  396,474  18,595,402  －  18,595,402

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  18,198,928  396,474  18,595,402  －  18,595,402

営業利益  3,563,445  35,496  3,598,941 (1,043,545)  2,555,396

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  9,351,038  206,392  9,557,430  －  9,557,430

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  9,351,038  206,392  9,557,430  －  9,557,430

営業利益  1,953,453  31,296  1,984,749 (496,745)  1,488,004

事業区分 主要製品

電子機器事業 
プロフェッショナルタブレット、コンシューマタブレット、液晶タブレット、コ

ンポーネント 他 

ＥＣＳ事業 ECADシリーズ 他 
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
ドイツ
（千円） 

アジア・
オセアニア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,213,364  4,207,844  3,198,096  1,858,239  14,477,543  －  14,477,543

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6,542,369  169,517  24,779  92,234  6,828,899 (6,828,899)  －

計  11,755,733  4,377,361  3,222,875  1,950,473  21,306,442 (6,828,899)  14,477,543

営業利益  1,712,668  62,434  118,669  79,504  1,973,275 (823,859)  1,149,416

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
ドイツ
（千円） 

アジア・
オセアニア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 2,679,403  1,806,216  1,700,442  966,722  7,152,783  －  7,152,783

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,022,627  33,004  15,228  43,138  4,113,997 (4,113,997)  －

計  6,702,030  1,839,220  1,715,670  1,009,860  11,266,780 (4,113,997)  7,152,783

営業利益（△は営業損失）  1,171,462  △5,788  170,560  63,913  1,400,147 (729,554)  670,593
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前第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） 

  

前第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） 

（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．アジア・オセアニアの区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア・オセアニア……中国、韓国、豪州、香港、シンガポール、台湾 

３．欧州区分は、前連結会計年度において、ワコムコンポーネントヨーロッパ（英国）を清算結了したことに伴

い、当第２四半期連結累計期間より、ドイツに変更しております。なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。  

４．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で47,081千円減少しております。 

  

（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） 

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。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、米国で17,353千円減

少しております。 

  

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
欧州

（千円） 

アジア・
オセアニア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 7,158,282  5,726,336  3,777,198  1,933,586  18,595,402  －  18,595,402

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 7,646,033  112,106  －  16,628  7,774,767 (7,774,767)  －

計  14,804,315  5,838,442  3,777,198  1,950,214  26,370,169 (7,774,767)  18,595,402

営業利益  3,015,843  444,699  16,703  135,509  3,612,754 (1,057,358)  2,555,396

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
欧州

（千円） 

アジア・
オセアニア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 3,662,590  2,966,623  1,970,859  957,358  9,557,430  －  9,557,430

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,838,429  57,874  －  9,005  3,905,308 (3,905,308)  －

計  7,501,019  3,024,497  1,970,859  966,363  13,462,738 (3,905,308)  9,557,430

営業利益  1,577,445  209,584  20,606  52,157  1,859,792 (371,788)  1,488,004
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

前第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） 

  

前第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） 

 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米…………………………米国、カナダ 

欧州…………………………英国、ドイツ、フランス、オランダ他 

アジア・オセアニア………韓国、台湾、豪州、中国他 

その他………………………中東、南米、アフリカ等 

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。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,341,638  3,062,372  3,377,249  190,702  10,971,961

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  14,477,543

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 30.0  21.2  23.3  1.3  75.8

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,903,456  1,701,765  1,806,369  14,033  5,425,623

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  7,152,783

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 26.6  23.8  25.3  0.2  75.9

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,678,702  3,734,844  5,141,033  188,516  14,743,095

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  18,595,402

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 30.5  20.1  27.7  1.0  79.3

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,934,629  1,978,441  2,646,164  73,179  7,632,413

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  9,557,430

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 30.7  20.7  27.7  0.8  79.9

（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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