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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 168,424 △24.4 △41,482 ― △52,046 ― △51,615 ―

21年3月期第2四半期 222,803 ― △40,106 ― △45,719 ― △45,642 ―

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 △359.80 ―

21年3月期第2四半期 △351.63 ―

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 967,436 288,250 21.1 885.32
21年3月期 965,289 266,469 17.3 1,181.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  204,144百万円 21年3月期  167,295百万円

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 ― 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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は業績予想を開示しておりま
せん。通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するために有用と思われる情報を、5ページ
「【定性的情報・財務諸表等】  3. 平成22年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さい。 
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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  

(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） 

(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 

(将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で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り大きく異なる可能性があります。 

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 196,601,419株 21年3月期  141,601,419株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,365株 21年3月期  1,315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 143,703,894株 21年3月期第2四半期 129,801,649株
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【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 

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日～９月30日）の状況 

   （単位：億円）

 平成22年３月期

第２四半期 

平成22年３月期

第１四半期 

前四半期比 

 増 減（％）

平成21年３月期 

第２四半期 

前年同期比 

 増 減（％）

売上高 959 726 +32.1 1,136 -15.6 

売上総利益（△損失） 141 △266 - △80 - 

営業利益（△損失） 8 △423 - △245 - 

経常利益（△損失） △55 △466 - △303 - 

四半期純利益（△損失） △72 △444 - △319 - 

（注）平成22年３月期第１四半期より、Rexchip Electronics Corporation、株式会社テラプローブ及びTeraPower Technology Inc.(株

式会社テラプローブの連結子会社)の損益計算書を連結しております。 

        

当第２四半期連結会計期間（以下、「当四半期」）は、世界経済が「景気後退」から脱却しつつ
ある中、パソコン（ＰＣ）市場では、個人によるノート型ＰＣの購入増加が牽引し、世界のＰＣ出
荷台数は大方の市場予想を上回り、当第１四半期連結会計期間（以下、「前四半期」）比で20％強
の成長となりました。これに伴い、当社の生産・販売するＤＲＡＭ製品の需要は前四半期比で大幅
に増加し、市場の需給バランスが改善したため、ＰＣ向けＤＲＡＭの主要製品である１Ｇビット 
ＤＤＲ２型ＳＤＲＡＭの当四半期平均スポット価格は、前四半期比で約30％（1）上昇しました。 
 
当社においては、この価格上昇により、当四半期のＤＲＡＭの平均販売単価が前四半期比19％上

昇しました。しかしながら、リーマンショック前となる前年同期との比較では、30％強の下落とな
りました。出荷ビット(2) は、生産プロセスの微細化及び生産性の向上により、前四半期比13％増
となりました。当四半期は、大手ＰＣメーカー向けにＤＤＲ３型ＳＤＲＡＭの出荷が順調に増加す
るとともに、携帯電話及びデジタル家電向けのプレミアＤＲＡＭについても、特にスマートフォン
とデジタルテレビの牽引により、前四半期比で売上高が増加しました。 

                             

    
これらの結果、当四半期の売上高は前四半期比32.1％増の959億円（前年同期比15.6％減）とな

りました。全売上高のうち、プレミアＤＲＡＭの占める割合は３割強、コンピューティング
ＤＲＡＭ（サーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭ製品）の占める割合は７割弱となりました。売上総利益は
141億円となり、前四半期の266億円の赤字から大幅に改善しました。これは、期末に向けて円高が
進行したものの、販売価格上昇の影響がこれを上回ったことと、生産プロセスの微細化等の生産性
向上によってチップコストの低減が進んだことによるものです。営業損益は、売上総利益の増加及
び開発品種の絞込みによる研究開発費の削減等により、前四半期423億円の損失（前年同期は245億
円の損失）から、8億円の利益となりました。経常損失は、支払利息及び為替差損の計上等により、
55億円（前四半期は466億円の損失、前年同期は303億円の損失）となりました。四半期純損失は、
固定資産除却損７億円を計上したこと、少数株主利益６億円を計上したこと等により、72億円（前
四半期は444億の損失、前年同期は319億円の損失）となりました。 
 
なお、平成22年３月期 第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年

３月期 第１四半期決算短信（平成21年８月４日開示）をご参照ください。 
     
  
  
  

 
(1）出典：DRAMeXchange 
(2) ビット：メモリの記憶容量を示す単位 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）に比べて21億円増の9,674億円となりました。
減価償却により有形固定資産が減少した一方、売上高の増加に伴い売掛金が増加し、また、販売価
格の上昇等によりたな卸資産が増加しました。 
 
有利子負債残高は、前期末比108億円減の5,566億円となりました。平成21年９月、「産業活力の

再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の事業再構築計画にて予定していた、主要取引銀行
を中心とする金融機関による協調融資1,000億円及び株式会社日本政策投資銀行からの借入100億
円（総額1,100億円）の借入について契約を締結し、その一部の実行により440億円を借入れる一方、
既存債務の約定返済を行いました。 
 
純資産は、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少した一方、本年８月の株式会社日本政策

投資銀行を割当先とする優先株式の発行及び、９月の公募増資により、資本金、資本剰余金がそれ
ぞれ452億円増加したこと等から、前期末比218億円増の2,883億円となりました。 

    
 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～９月30日）の営業活動によるキャッシュ・フ
ローは、170億円の支出超（前年同期は105億円の収入超）となりました。これは主に、税金等調整
前四半期純損失541億円を計上したこと、減価償却費及びその他の償却費を611億円計上したこと、
売上債権が320億円増加したこと、たな卸資産が118億円増加したこと、未収入金が171億円減少し
たこと、仕入債務が128億円増加したこと等によるものです。 
 
投資活動によるキャッシュ・フローは、593億円の支出超（前年同期比160億円の支出増）となり

ました。これは主に有形固定資産の取得による支出が464億円となったこと及びＥＢＳ株式会社の
株式の追加取得による支出が100億円となったことによります。 
 
財務活動によるキャッシュ・フローは、863億円の収入超（前年同期比723億円の収入増）となり

ました。これは主に長期借入金の返済による支出が549億円、リース債務の返済による支出120億円
があったものの、株式発行による収入が900億円、長期借入れによる収入が440億円、セール・アン
ド・リースバック取引による収入が179億円あったことによるものです。 
 
この結果、当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比94億円増の

1,231億円となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・
フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは764億円の支出超となりました。 
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3. 平成22年３月期 連結業績参考指標 

ＤＲＡＭの 大市場であるＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格は、需給バランスの変動による影響を受
けやすく、将来における価格動向を的確に予測することが極めて困難です。こうしたＤＲＡＭ価格
の変動による業績への影響が大きいことから、当社では業績見通しを公表しておりません。以下に、
当社グループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 
 

【連結第３四半期の見込み】 （単位：億円）

平成22年3月期  

第２四半期 

実績 

第３四半期 

見込み 

前四半期比 出荷ビット成長率(1) 13％ 10-15％ 

前四半期比 平均販売単価変動率 19％ N/A 

減価償却費 301 310 

販管費及び一般管理費 132 150 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

平成22年3月期 通期見込み  

前回発表 

（８月４日） 

今回発表 

（11月５日） 

前年度比 出荷ビット成長率(1) 20％強 40％強 

減価償却費 約1,200 約1,240 

販売費及び一般管理費 約670 約590 

設備投資額 約400 約600 

 

（注）上記の減価償却費、販売費及び一般管理費並びに設備投資額には、Rexchip Electronics Corporation、株式

会社テラプローブ及びTeraPower Technology Inc. (株式会社テラプローブの連結子会社)に係る金額を含ん

でおります。 

   

当社は、主に40ナノ対応装置等を取得するため、平成21年８月４日に発表した今年度の設備投資
の見込み額約400億円を今回約600億円へ増額修正いたしました。これにより、技術優位性を維持し、
さらなる生産性の向上を目指します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

(1) 出荷ビット成長率：比較する二つの期間におけるビット（メモリの記憶容量を示す単位）出荷数量の増減率。 
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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） 
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・手続き、表示方法等の変更 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用に「遊休資産維持管理費用」として区分掲記して

いたものは、営業外費用総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間において「そ

の他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間における「遊休資産維持管理費

用」は292百万円であります。   

 

前第２四半期連結会計期間において、営業外費用に「遊休資産維持管理費用」として区分掲記して

いたものは、営業外費用総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結会計期間において「そ

の他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結会計期間における「遊休資産維持管理費

用」は140百万円であります。  
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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 123,384 113,847

受取手形及び売掛金 84,129 53,894

商品及び製品 51,238 41,221

仕掛品 21,751 20,227

原材料及び貯蔵品 4,404 4,564

未収入金 3,353 21,904

その他 27,522 27,176

貸倒引当金 △4,192 △4,541

流動資産合計 311,589 278,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 97,895 92,708

機械装置及び運搬具（純額） 487,917 516,195

工具、器具及び備品（純額） 22,621 21,949

土地 4,451 4,362

建設仮勘定 17,923 32,231

有形固定資産合計 630,807 667,445

無形固定資産   

のれん 1,239 1,418

その他 7,383 7,263

無形固定資産合計 8,622 8,681

投資その他の資産   

投資有価証券 2,103 2,317

その他 14,315 8,554

投資その他の資産合計 16,418 10,871

固定資産合計 655,847 686,997

資産合計 967,436 965,289
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 60,605 48,301

短期借入金 3,906 2,880

1年内償還予定の社債 55,000 55,000

1年内返済予定の長期借入金 112,943 110,048

リース債務 22,864 21,869

未払金 32,129 50,551

未払法人税等 1,033 649

引当金 3,816 8,633

その他 14,327 12,692

流動負債合計 306,623 310,623

固定負債   

社債 105,000 105,000

長期借入金 203,075 222,008

リース債務 53,838 50,629

引当金 5,873 5,996

その他 4,777 4,564

固定負債合計 372,563 388,197

負債合計 679,186 698,820

純資産の部   

株主資本   

資本金 203,860 158,665

資本剰余金 214,902 169,707

利益剰余金 △196,477 △144,862

自己株式 △5 △5

株主資本合計 222,280 183,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △511 △453

繰延ヘッジ損益 △178 △300

為替換算調整勘定 △17,447 △15,457

評価・換算差額等合計 △18,136 △16,210

新株予約権 276 242

少数株主持分 83,830 98,932

純資産合計 288,250 266,469

負債純資産合計 967,436 965,289
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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：百万円）

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 222,803 168,424

売上原価 231,845 180,940

売上総損失（△） △9,042 △12,516

販売費及び一般管理費 31,064 28,966

営業損失（△） △40,106 △41,482

営業外収益   

受取利息 309 206

為替差益 1,282 －

その他 477 379

営業外収益合計 2,068 585

営業外費用   

支払利息 2,815 5,307

持分法による投資損失 2,938 －

為替差損 － 2,157

遊休資産維持管理費用 803 －

その他 1,125 3,685

営業外費用合計 7,681 11,149

経常損失（△） △45,719 △52,046

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 128

固定資産売却益 131 46

特別利益合計 131 174

特別損失   

投資有価証券評価損 1,895 155

固定資産売却損 6 25

固定資産除却損 370 950

訴訟和解引当金繰入額 631 －

減損損失 － 1,113

特別損失合計 2,902 2,243

税金等調整前四半期純損失（△） △48,490 △54,115

法人税、住民税及び事業税 927 540

法人税等調整額 △3,775 257

法人税等合計 △2,848 797

少数株主損失（△） － △3,297

四半期純損失（△） △45,642 △51,615
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 113,582 95,854

売上原価 121,606 81,783

売上総利益又は売上総損失（△） △8,024 14,071

販売費及び一般管理費 16,460 13,242

営業利益又は営業損失（△） △24,484 829

営業外収益   

受取利息 207 67

設備賃貸料 － 87

その他 70 124

営業外収益合計 277 278

営業外費用   

支払利息 1,476 2,674

持分法による投資損失 3,013 －

為替差損 1,116 1,822

遊休資産維持管理費用 182 －

その他 319 2,096

営業外費用合計 6,106 6,592

経常損失（△） △30,313 △5,485

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 128

固定資産売却益 123 28

特別利益合計 123 156

特別損失   

投資有価証券評価損 544 △5

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 339 674

訴訟和解引当金繰入額 631 －

減損損失 － 100

特別損失合計 1,517 769

税金等調整前四半期純損失（△） △31,707 △6,098

法人税、住民税及び事業税 500 475

法人税等調整額 △334 4

法人税等合計 166 479

少数株主利益 － 590

四半期純損失（△） △31,873 △7,167
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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）

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損失（△） △48,490 △54,115

減価償却費及びその他の償却費 51,730 61,137

減損損失 － 1,113

引当金の増減額（△は減少） 2,307 △5,104

受取利息 △309 △206

支払利息 2,815 5,307

為替差損益（△は益） 1,848 1,254

持分法による投資損益（△は益） 2,938 －

固定資産売却損益（△は益） △125 △21

固定資産除却損 370 950

投資有価証券評価損益（△は益） 1,895 155

売上債権の増減額（△は増加） △18,471 △32,019

たな卸資産の増減額（△は増加） 876 △11,761

未収入金の増減額（△は増加） 2,648 17,113

仕入債務の増減額（△は減少） 5,924 12,821

未払金の増減額（△は減少） △2,660 364

その他 10,012 △3,595

小計 13,308 △6,607

利息の受取額 535 62

利息の支払額 △2,863 △5,324

金融組成費用の支払額 － △5,250

補助金の受取額 328 76

和解金の受取額 － 621

補償金の受取額 － 579

和解金の支払額 － △531

法人税等の支払額 △838 △674

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,470 △17,048

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △578 △290

定期預金の払戻による収入 639 145

有形固定資産の取得による支出 △41,595 △46,438

有形固定資産の売却による収入 16,769 367

無形固定資産の取得による支出 △1,127 △1,391

子会社株式の取得による支出 － △10,000

長期前払費用の取得による支出 △1,486 △1,774

貸付けによる支出 △15,942 －

その他 △3 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,323 △59,339
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 2,037

短期借入金の返済による支出 － △873

長期借入れによる収入 － 44,000

長期借入金の返済による支出 △11,200 △54,875

株式の発行による収入 108 90,034

セール・アンド・リースバック取引による収入 32,831 17,905

リース債務の返済による支出 △7,771 △11,972

自己株式の取得による支出 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,967 86,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 △456 △455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,342 9,414

現金及び現金同等物の期首残高 96,955 113,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 77,613 123,113
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 該当事項はありません。 

  

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）及び前第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） 

 当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を 

省略しております。 

  

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）及び当第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） 

 当社グループはＤＲＡＭを中心とした半導体単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を 

省略しております。 

  

  

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） 

   

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
 51,472  20,946  33,495  7,669  113,582  －  113,582

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 58,514  63  11  4  58,592    (58,592)  －

計  109,986  21,009  33,506  7,673  172,174   (58,592)  113,582

   営業利益（△損失）  △25,956  516  1,023  △65  △24,482        (2)  △24,484

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
 41,761  18,346  32,134  3,613  95,854  －  95,854

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 51,649  2  22,221  264  74,136  (74,136)  －

計  93,410  18,348  54,355  3,877  169,990  (74,136)  95,854

   営業利益（△損失）  △2,747  535  3,713  18  1,519 (690)  829
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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） 

  

  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） 

 （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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 ：アメリカ 

アジア：香港、シンガポール、台湾 

欧州 ：ドイツ、スイス  

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
 103,496  36,741  67,827  14,739  222,803  －  222,803

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 110,203  69  22  15  110,309  (110,309)  －

計  213,699  36,810  67,849  14,754  333,112  (110,309)  222,803

   営業利益（△損失）  △42,656  682  2,019  △148  △40,103        (3)  △40,106

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円） 

消去また
は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高 
 72,229  34,767  54,511  6,917  168,424  －  168,424

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 92,098  2  41,243  272  133,615  (133,615)  －

計  164,327  34,769  95,754  7,189  302,039 (133,615)  168,424

   営業利益（△損失）  △39,627  961  △1,892  △234  △40,792       (690)  △41,482
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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） 

 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） 

 （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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……アメリカ 

アジア…台湾、シンガポール、香港 

欧州……ヨーロッパ全域 

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。   

  

  

 当社は、平成21年８月31日付で、㈱日本政策投資銀行を割当先とする優先株式発行による第三者割当増資の払

込みを受けました。これにより当第２四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ15,000百万

円増加しております。  

 また、平成21年９月24日付で普通株式発行による公募増資の払込みを受けました。これにより当第２四半期連

結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ30,195百万円増加しております。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が203,860百万円、資本準備金が214,902百万円となっ

ております。  

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  31,243  22,052  24,418  77,713

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    113,582

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 27.5  19.4  21.5  68.4

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  19,577  32,264  19,724  71,565

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    95,854

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 20.4  33.7  20.6  74.7

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  47,168  75,842  31,613  154,623

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    222,803

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.2  34.0  14.2  69.4

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  37,553  54,668  31,732  123,953

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    168,424

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 22.3  32.5  18.8  73.6

（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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補足資料（未監査） 

 
(1) 要約四半期連結損益計算書  （単位：百万円） 

前第２四半期 

自平成20年７月１日 

至平成20年９月30日 

前第３四半期 

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

前第４四半期 

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

当第１四半期 

自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日 

当第２四半期 

自平成21年７月１日 

至平成21年９月30日 

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 113,582 100.0 61,770 100.0 46,476 100.0 72,570 100.0 95,854 100.0

売上総利益（損失） (8,024) -7.1 (42,857) -69.4 (34,179) -73.5 (26,587) -36.6 14,071 14.7

販売費及び一般管理費 16,460 14.5 15,035 24.3 15,212 32.7 15,724 21.7 13,242 13.8

営業利益（損失） (24,484) -21.6 (57,892) -93.7 (49,391) -106.3 (42,311) -58.3 829 0.9

税金等調整前四半期純損失 (31,707) -27.9 (71,788) -116.2 (60,476) -130.1 (48,017) -66.2 (6,098) -6.4

四半期純損失 (31,873) -28.1 (72,349) -117.1 (60,879) -131.0 (44,448) -61.2 (7,167) -7.5

EBITDA(1) (3,992) -3.5 (42,924) -69.5 (42,756) -92.0 (14,387) -19.8 26,716 27.9

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
107.70 101.41 91.46 97.79 95.33 

 

(2) 連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第２四半期末 

平成20年９月30日 

前第３四半期末 

平成20年12月31日 

前第４四半期末 

平成21年３月31日 

当第１四半期 

平成21年６月30日 

当第２四半期 

平成21年９月30日現在 

現金及び預金 78,183 207,465 113,847 61,305 123,384 

売上債権滞留日数(2) 69日 74日 104日 84日 79日 

たな卸資産保有日数(3) 54日 62日 74日 59日 85日 

有利子負債残高(4) 302,945 456,073 567,434 556,875 556,626 

ネットD/Eレシオ(5) 0.74倍 1.13倍 2.71倍 4.00倍 2.12倍 

自己資本比率(6) 41.2% 27.1% 17.3% 13.8% 21.1% 

 

(3) 要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第２四半期 

自平成20年７月１日 

至平成20年９月30日 

前第３四半期 

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

前第４四半期 

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

当第１四半期 

自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

当第２四半期 

自平成21年７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 
26,494 (6,863) (51,972) (8,582) (8,466) 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(29,417) (14,281) (17,888) (33,090) (26,249) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(14,367) 153,097 (26,720) (11,363) 97,619 

フリー・キャッシュ・フロー (2,923) (21,144) (69,860) (41,672) (34,715) 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金残高）／ 自己資本* 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本* ／ 総資産 × 100  

  *自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分 
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