
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

(注)１．平成23年３月期第１四半期より、売上高にその他の営業収益を含めて表示しております。また、平成22年３月期
第１四半期につきましても合わせて組替再表示しております。 

    ２．平成23年３月期第１四半期より、半導体事業を非継続事業としております。これに伴い、米国会計基準に基づき
非継続事業となった半導体事業に関し、比較連結損益計算書上、非継続事業四半期純利益として区分表示すると
ともに、平成22年３月期第１四半期についても同様に組替再表示しております。 

   

  
（２）連結財政状態 

  
２．配当の状況 

  
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

   ２．第２四半期（累計）の連結業績予想は非継続事業を除外しております。なお、通期の連結業績予想につきまし
ては非継続事業を含めた数値で据え置いております。 

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔米国会計基準〕（連結） 
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  （百万円未満四捨五入）

（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 
継続事業税金等調整前

四半期純利益 
当社帰属 

四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  387,392  9.1  13,948  －  12,290  －  10,552  －

22年３月期第１四半期  354,996  △22.9  △5,711  －  △12,886  －  △18,401  －

  
基本的１株当たり当社

帰属四半期純利益 
希薄化後１株当たり当
社帰属四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期   1  72  －      

22年３月期第１四半期   △3  00  －      

  総資産 純資産 当社株主資本 当社株主資本比率 
１株当たり 

当社株主資本 

  百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期   1,350,944  130,346  109,209  8.1  17  78

22年３月期  1,391,273  129,572  108,318  7.8  17  64

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      0 00  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 
継続事業税金等調
整前当期純利益 

当社帰属 
当期純利益 

１株当たり 
当社帰属 

当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  820,000  7.0  24,000  271.1  22,000  －  16,000  －  2  61

通期 1,750,000  5.6  40,000  23.9  15,000  －  5,000  －  0  81

（注）１．当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

新規   0    社  （社名）                        、除外   0     社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中で

す。 

  

※  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、当社グループの現在の計画、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、１．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）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無

② ①以外の変更        ： 有・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,158,053,099株 22年３月期 6,158,053,099株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 16,673,406株 22年３月期 16,655,826株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,141,384,912株 22年３月期１Ｑ 1,855,761,578株
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 【当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22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、アジア諸国の内需拡大や各国の経済対策の効果もあり、緩やかな

回復が継続しました。また、国内においても、個人消費に改善の動きが見られました。 

 一方、企業の設備投資低迷やデフレ傾向は継続し、欧州を中心とする金融不安が懸念されるなど、景気の先行きに

は依然として不透明感が残っております。  

 このような中、当社グループは、今年度から３ヵ年の中期計画を新たに策定しました。この中期計画では、収益性

の改善に向けた経営体質のさらなる強化、持続的な競争優位性を確立するためのエナジー事業へのさらなる経営資源

の集中、収益源となる事業の競争力強化等を推進しています。 

 また、成長分野への経営資源の集中を目的に、連結子会社で物流事業を営む三洋電機ロジスティクス㈱の当社が保

有する全株式をロングリーチグループへ、当社グループの半導体事業を米国 オン・セミコンダクター・コーポレー

ションへ、それぞれ譲渡することとしました。 

  

 【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9.1％増加し3,874億円となりました。このうち国内売上高

は、前年同期比4.9％減少の1,463億円となり、海外売上高は、前年同期比19.9％増加の2,410億円となりました。 

  

 商品部門別では、エナジー部門の売上高は、1,033億円で前年同期比6.6％の増加となりました。 

 太陽電池は国内を中心に大幅な増収となりましたが、二次電池はリチウムイオン電池が前年並みとなったものの、

本年１月のニッケル水素電池事業等の事業譲渡により、二次電池全体の売上は減少しました。 

  

 電子デバイス部門の売上高は、609億円で前年同期比48.2％の増加となりました。 

 電子部品では、パソコン市場の好調が継続したことから、光ピックアップやキャパシタが好調に推移し、売上が増

加しました。なお、非継続事業となった半導体事業の売上は、売上高に含めていません。 

  

 デジタルシステム部門の売上高は、788億円で前年同期比0.4％の減少となりました。 

 デジタルカメラは、販売数量は増加したものの価格下落の影響などにより売上は減少しました。一方、プロジェク

ターは中国・アジア向けが好調で、テレビも北米市場での販売増加により、それぞれ売上が増加しました。 

  

 コマーシャル部門の売上高は、673億円で前年同期比4.4％の減少となりました。 

 ショーケースや業務用厨房機器などのコールドチェーン機器、大型エアコンなどの空調機器の売上は減少し、メデ

ィコム事業の売上も減少しました。一方、洗濯機は国内を中心に売上が増加し、バイオメディカ事業は国内外ともに

売上を伸ばしました。 

  

 コンシューマエレクトロニクス部門の売上高は、553億円で前年同期比19.4％の増加となりました。 

 生活家電は、炊飯器や掃除機などの販売が好調で売上が増加しましたが、冷蔵庫は前年並みとなりました。また、

カーナビゲーションやカーオーディオ等の車載機器は、車両販売の回復などにより売上が大きく増加しました。 

  

 その他部門の売上高は、217億円で前年同期比2.6％の増加となりました。  

  

 利益面では、売上の増加及び継続的な原価低減活動の成果などから、営業利益は前年同期比197億円の増加の139億

円となりました。また、継続事業税金等調整前四半期純利益は123億円、当社帰属四半期純利益は106億円となりまし

た。 

１．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１四半期末の総資産は、前年度末比403億円減少の１兆3,509億円となりました。その主な要因は、有利子負債

の返済に伴い、現金及び預金が前年度末比249億円、定期預金が前年度末比231億円減少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411億円減少の１兆2,206億円となりました。その主な要因は、一年内返

済長期負債が前年度末比237億円、社債及び長期借入金が前年度末比154億円減少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97億円減少したものの、利益剰余金が前年度

末比106億円増加したことなどにより、前年度末比9億円増加の1,092億円となりました。 

＜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58億円の増加、設備投資などの投資活動による

資金は115億円の減少、また、財務活動による資金は307億円の減少となりました。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480億円減少し、2,345億円となりました。 

  

 平成23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。） 

  

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  

     該当事項はありません。 

  

（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

  連結業績の見通し 売上高    8,200億円（前期同期比    7.0％） 

  営業利益 240億円（前期同期比 271.1％） 

  継続事業税金等調整前四半期純利益 220億円（前期同期比     ―％） 

当社帰属四半期純利益 160億円（前期同期比     ―％） 

（４）その他
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【 連 結 】

 (注) 三洋電機ロジスティクス㈱及び半導体事業の資産・負債を売却予定資産・売却予定負債に計上しております。  

２．四半期連結財務諸表  

（１）比較連結貸借対照表 

  (単位：百万円) 

項目 

平成22年度 
第１四半期末 
(平成22年 
6月30日現在)

平成21年度末 
  

(平成22年 
3月31日現在)

増減 項目

平成22年度 
第１四半期末 
(平成22年 
6月30日現在)

平成21年度末 
  

(平成22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  98,760  123,635 △24,875 短期借入金  47,129  54,730 △7,601

定期預金  135,705  158,841 △23,136 一年内返済長期負債  137,633  161,368 △23,735

受取手形及び売掛金  271,386  290,702 △19,316 支払手形及び買掛金  287,760  293,765 △6,005

関係会社受取手形・売掛金  16,563  21,864  △5,301 関係会社支払手形・買掛金  7,504  7,087 417

貸倒引当金  △5,430  △5,643 213 設備関係支払手形・未払金  31,297  35,648 △4,351

棚卸資産  211,127  233,981 △22,854 未払税金  5,500  8,421 △2,921

繰延税金  5,051  5,502 △451 従業員預り金  9,865  9,766 99

売却予定資産  88,173  － 88,173 売却予定負債  54,763  － 54,763

その他  42,359  44,246 △1,887 その他  128,451  148,459 △20,008

 計  863,694  873,128 △9,434  計  709,902  719,244 △9,342

         

     社債及び長期借入金  308,984  324,372 △15,388

 投資及び貸付金    未払退職・年金費用  187,895  203,963 △16,068

関係会社投資・貸付金  41,581  40,558 1,023  長期繰延税金  7,196  7,508 △312

その他の投資・貸付金  21,360  29,932 △8,572  その他  6,621  6,614 7

 計  62,941  70,490 △7,549 負債合計  1,220,598  1,261,701 △41,103

        

 有形固定資産   (純資産の部）   

建物  288,490  356,657 △68,167  当社株主資本   

機械及びその他  549,378  700,346 △150,968 資本金  322,242  322,242 －

減価償却累計額  △581,458  △789,058 207,600 資本剰余金   781,967  781,966 1

土地   83,230  89,095 △5,865 利益剰余金  △740,650  △751,202 10,552

建設仮勘定  22,216  26,855 △4,639
その他の包括利益
(△損失)累計額  △247,822  △238,162 △9,660

 計  361,856  383,895 △22,039 自己株式  △6,528  △6,526 △2

    計  109,209  108,318 891

 長期繰延税金  11,224  10,523 701     

 その他の資産  51,229  53,237 △2,008  非支配持分  21,137  21,254 △117

       

     純資産合計  130,346  129,572 774

資産合計  1,350,944  1,391,273 △40,329 負債・純資産合計  1,350,944  1,391,273 △40,329
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 【 連 結 】

（注）１．平成22年度第１四半期より、売上高にその他の営業収益を含めて表示しております。また、平成21年度第１四

半期につきましても合わせて組替再表示しております。 

  

      ２．米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（以下「ASC」という。）205「財務諸表の表示-非継続事業」の規定

に従い、比較連結損益計算書上、非継続事業四半期純利益として区分表示するとともに、平成21年度第１四半

期についても同様に組替再表示しております。  

（２）比較連結損益計算書 

  （単位：百万円）

項目 

平成22年度 第１四半期 
(平成22年４月１日から 
平成22年６月30日まで) 

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) 

前年同期増減 

金額 百分比 金額 百分比 金額 比率 

    ％   ％   ％

売上高  387,392  100.0  354,996  100.0  32,396  9.1

売上原価  310,204  80.1  297,110  83.7  13,094  4.4

販売費及び一般管理費  63,240  16.3  63,597 17.9  △357  △0.6

営業利益(△損失)  13,948  3.6  △5,711  △1.6  19,659  －

営業外収益  6,164  1.6  3,539 1.0  2,625  74.2

受取利息及び配当金 (592) (784) (△192)

その他の収益 (5,572) (2,755) (2,817)

営業外費用  7,822  2.0  10,714  3.0  △2,892  △27.0

支払利息 (1,907) (2,546) (△639)

その他の費用 (5,915)   (8,168)   (△2,253)

継続事業税金等調整前四半期
純利益(△損失) 

 12,290  3.2  △12,886  △3.6  25,176  －

法人税等  3,109  0.8  1,736  0.5  1,373  79.1

継続事業非支配持分帰属損益
控除前四半期純利益 
(△損失) 

 9,181  2.4  △14,622 △4.1  23,803  －

非継続事業税金等調整前 
四半期純利益(△損失)  

 1,003  0.3  △4,041  △1.2  5,044  －

法人税等  △182  △0.0  72  0.0  △254  －

非継続事業四半期純利益 
(△損失) 

 1,185  0.3  △4,113  △1.2  5,298  －

 非支配持分帰属損益控除前 

 四半期純利益(△損失) 
 10,366  2.7  △18,735  △5.3  29,101  －

  非支配持分帰属損益(控除)  △186  △0.0  △334  △0.1  148  －

 当社帰属四半期純利益    

 (△損失)     
 10,552  2.7  △18,401  △5.2  28,953  －
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【 連 結 】

 (注)非継続事業のキャッシュ・フローは独立表示せずに継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しております。

（３）比較連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円）

項目  
平成22年度 第１四半期  

（平成22年４月１日から 
平成22年６月30日まで） 

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） 

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）  10,366  △18,735

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  17,269  16,424

売上債権の増減額（△は増加）  △5,232  9,850

棚卸資産の増減額（△は増加）  △17,153  2,679

仕入債務の増減額（△は減少）  13,444  △2,162

その他  △12,853  △21,207

営業活動によるキャッシュ・フロー計  5,841  △13,151

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  1,172  173

有形固定資産の購入  △18,156  △13,227

有形固定資産の売却  5,396  700

その他  95  △806

投資活動によるキャッシュ・フロー計  △11,493  △13,160

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）  △7,752  4,123

長期負債の増加（△は減少）  △22,876  116,327

配当金の支払  △53  △277

その他  △5  △13

財務活動によるキャッシュ・フロー計  △30,686  120,160

Ⅳ．為替変動の現金及び現金等価物への影響額   △4,140  1,787

Ⅴ．売却予定資産に含まれる現金及び現金等価物   △7,533  －

Ⅵ．現金及び現金等価物の純増減額（△は減少）  △48,011  95,636

Ⅶ．現金及び現金等価物の期首残高  282,476  219,393

Ⅷ. 新規連結子会社の現金及び現金等価物  －  1,637

Ⅸ．現金及び現金等価物の期末残高  234,465  316,666

6

三洋電機㈱　（6764）　平成23年3月期第１四半期決算短信 



【 連 結 】

  （注）１．事業区分の方法  

      当社の内部経営管理において、分離された財務情報を入手できる事業を構成単位とし、 高意思決定者が 

      業績評価、資源配分の意思決定のため、定期的に検討を行っている対象で区分しています。 

  

    ２．事業セグメント区分に属する主な製品 

エナジー               ：二次電池、太陽電池等  

電子デバイス             ：電子部品等 

デジタルシステム           ：デジタルカメラ、テレビ・プロジェクター等の映像機器等 

コマーシャル             ：ショーケース、業務用厨房機器、空調機器、洗濯機等 

コンシューマエレクトロニクス：冷蔵庫等の家庭用機器、ナビゲーションシステム等 

その他                ：グループ内支援業務の受託等 

  

３．「消去及び全社」には、基礎的研究費及び当社の本社管理部門に係わる費用などが含まれています。 

  
４．平成22年度第１四半期より、売上高にその他の営業収益を含めて表示しております。また、平成21年度第１

四半期につきましても合わせて組替再表示しております。 
  

５．ASC205「財務諸表の表示-非継続事業」の規定に従い、非継続事業に係る金額を除外しております。   

（４）セグメント情報 

   ① 事業の種類別セグメント    

  （単位：百万円）

部門 

平成22年度 第１四半期 
（平成22年４月１日から 

平成22年６月30日まで）

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） 
前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

売 
上 
高 

    ％   ％   ％ 

エナジー  106,369  26.1  100,265  26.2  6,104  6.1

電子デバイス  66,081  16.2  52,101  13.6  13,980  26.8

デジタルシステム  75,319  18.5  78,539  20.5  △3,220  △4.1

コマーシャル  97,966  24.0  97,961  25.5  5  0.0

コンシューマエレクトロニクス  58,222  14.3  52,365  13.7  5,857  11.2

その他  3,448  0.9  2,110  0.5  1,338  63.4

計  407,405  100.0  383,341  100.0  24,064  6.3

消去及び全社  △20,013  －  △28,345  －  8,332  －

連結  387,392  －  354,996  －  32,396  9.1

営 
業 
利 
益 

エナジー  7,475  48.9  1,692  233.1  5,783  341.8

電子デバイス  6,323  41.4  △1,973  △271.8  8,296  －

デジタルシステム  55  0.4  2,103  289.7  △2,048  △97.4

コマーシャル  △289  △1.9  △1,124  △154.8  835  －

コンシューマエレクトロニクス  1,627  10.7  △58  △8.0  1,685  －

その他  81  0.5  86  11.8  △5  △5.8

計  15,272  100.0  726  100.0  14,546  －

消去及び全社  △1,324  －  △6,437  －  5,113  －

連結  13,948  －  △5,711  －  19,659  －
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   ② 事業領域   

  （注）１．事業領域 

当社は、グループの事業をそれぞれの基盤技術及び方向性の観点から、「エナジー」、「エレクトロニク

ス」、「エコロジー」の３つの事業領域に区分し、事業戦略策定を行っています。 

  

       ２．事業領域の構成 

３つの事業領域は、以下の事業セグメントにより構成されており、売上高、営業利益は各事業セグメント

の単純合計で算出されています。 

  

  

        ３．平成22年度第１四半期より、売上高にその他の営業収益を含めて表示しております。また、平成21年度第１

四半期につきましても合わせて組替再表示しております。 

  

        ４．ASC205「財務諸表の表示-非継続事業」の規定に従い、非継続事業に係る金額を除外しております。 

         

  

  （単位：百万円）

事業領域 

平成22年度 第１四半期 
（平成22年４月１日から 

平成22年６月30日まで）

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） 
前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

売 
上 
高 

    ％   ％   ％ 

エナジー  106,369  26.1  100,265  26.2  6,104  6.1

エレクトロニクス  141,400  34.7  130,640  34.1  10,760  8.2

エコロジー   156,188  38.3  150,326  39.2  5,862  3.9

その他  3,448  0.9  2,110  0.5  1,338  63.4

計  407,405  100.0  383,341  100.0  24,064  6.3

消去及び全社  △20,013  －  △28,345  －  8,332  －

連結  387,392  －  354,996  －  32,396  9.1

営 
業 
利 
益 

エナジー  7,475  48.9  1,692  233.1  5,783  341.8

エレクトロニクス  6,378  41.8  130  17.9  6,248  －

エコロジー   1,338  8.8  △1,182  △162.8  2,520  －

その他  81  0.5  86  11.8  △5  △5.8

計  15,272  100.0  726  100.0  14,546  －

消去及び全社  △1,324  －  △6,437  －  5,113  －

連結  13,948  －  △5,711  －  19,659  －

事業領域 事業セグメント  

 エナジー事業領域  エナジー  

 エレクトロニクス事業領域  電子デバイス・デジタルシステム     

 エコロジー事業領域  コマーシャル・コンシューマエレクトロニクス 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（６）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。 
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【 連 結 】

  

（注）１．平成22年３月期よりセグメント情報の区分変更に伴い、商品部門別連結売上高区分を変更しております。 

       また、平成22年度第１四半期より商品部門別連結売上高にその他営業収益を含めた集計にしております。 

       これに伴い、平成21年度第１四半期についても組替再表示しております。 

  

   ２．ASC205「財務諸表の表示-非継続事業」の規定に従い、非継続事業に係る金額を除外しております。 

   

 （７）商品部門別連結売上高比較表 

  （単位：百万円）

部門 

平成22年度 第１四半期 
（平成22年４月１日から 

平成22年６月30日まで）

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）
前年同期増減 

金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 

    ％   ％   ％ 

エナジー  103,317  26.7  96,930  27.3  6,387  6.6

電子デバイス  60,907  15.7  41,086  11.6  19,821  48.2

デジタルシステム  78,807  20.3  79,086  22.3  △279  △0.4

コマーシャル  67,327  17.4  70,391  19.8  △3,064  △4.4

コンシューマエレクトロニクス  55,322  14.3  46,350  13.0  8,972  19.4

その他  21,712  5.6  21,153  6.0  559  2.6

合計  387,392  100.0  354,996  100.0  32,396  9.1

内 
訳 

国内売上高  146,349  37.8  153,889  43.3  △7,540  △4.9

海外売上高  241,043  62.2  201,107  56.7  39,936  19.9
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2010年7月28日
三洋電機株式会社

1. 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) 商品部門別売上高

(2) 地域別売上高

(3) 主要製品売上高

5. 貸借対照表項目

6. 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23年3月期（2010年度）
第1四半期　連結決算補足資料

（ 2010年4月1日 ～ 2010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. 経営成績 （百万円）

387,392 354,996 32,396 9.1%
13,948 △5,711 19,659 -

12,290 △12,886 25,176 -

1,185 △4,113 5,298 -
10,552 △18,401 28,953 -

1.72 △3.00 4.72 -

※2010年度第1四半期より、「売上高」に「その他の営業収益」を含めて表示しています。これに伴い、前年同期の数値を組替再表示しています。

2. 事業の種類別セグメント （百万円）

エナジー 106,369 100,265 6,104 6.1%
電子デバイス 66,081 52,101 13,980 26.8%
デジタルシステム 75,319 78,539 △3,220 △4.1%
コマーシャル 97,966 97,961 5 0.0%

58,222 52,365 5,857 11.2%
その他 3,448 2,110 1,338 63.4%
消去及び全社 △20,013 △28,345 8,332 -
連結 387,392 354,996 32,396 9.1%

エナジー 7,475 1,692 5,783 341.8%
電子デバイス 6,323 △1,973 8,296 -
デジタルシステム 55 2,103 △2,048 △97.4%
コマーシャル △289 △1,124 835 -

1,627 △58 1,685 -
その他 81 86 △5 △5.8%
消去及び全社 △1,324 △6,437 5,113 -
連結 13,948 △5,711 19,659 -

※事業区分の方法 ：当社の内部経営管理において、分離された財務情報を入手できる事業を構成単位とし、 高意思決定者が

業績評価、資源配分の意思決定のため、定期的に検討を行っている対象で区分しています。

※2010年度第1四半期より、「売上高」に「その他の営業収益」を含めて表示しています。これに伴い、前年同期の数値を組替再表示しています。

※非継続事業（半導体事業）に係る金額を除外しています。

3. 営業外損益 （百万円）

金融収支 △1,315 △1,762 447
為替差損益 1,109 174 935
持分法投資損益 1,489 528 961
その他 △2,941 △6,115 3,174
営業外損益合計 △1,658 △7,175 5,517
※非継続事業（半導体事業）に係る金額を除外しています。

※2010年度第1四半期に半導体事業を非継続事業としました。これに伴い、当該事業に係る金額を非継続事業四半期純利益として

 　区分表示するとともに前年同期の数値を組替再表示しています。

部門

2010年度
実績

2009年度
実績

項目

項目

売 上 高

ｺﾝｼｭｰﾏｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

ｺﾝｼｭｰﾏｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

1 株 当 た り 当 社 帰 属
四 半 期 純 利 益 （ 円 ）

当 社 帰 属 四 半 期 純 利 益

継 続 事 業 税 金 等 調 整 前
四 半 期 純 利 益
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4. 売上高

(1) 商品部門別売上高 （百万円）

エナジー 103,317 96,930 6,387 6.6%
国内 32,608 27,642 4,966 18.0%
海外 70,709 69,288 1,421 2.1%

電子デバイス 60,907 41,086 19,821 48.2%
国内 2,754 2,373 381 16.1%
海外 58,153 38,713 19,440 50.2%

デジタルシステム 78,807 79,086 △279 △0.4%
国内 13,833 27,047 △13,214 △48.9%
海外 64,974 52,039 12,935 24.9%

コマーシャル 67,327 70,391 △3,064 △4.4%
国内 41,870 45,549 △3,679 △8.1%
海外 25,457 24,842 615 2.5%

ｺﾝｼｭｰﾏｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 55,322 46,350 8,972 19.4%
国内 35,156 31,440 3,716 11.8%
海外 20,166 14,910 5,256 35.3%

その他 21,712 21,153 559 2.6%
国内 20,128 19,838 290 1.5%
海外 1,584 1,315 269 20.5%

合計 387,392 354,996 32,396 9.1%
国内 146,349 153,889 △7,540 △4.9%
海外 241,043 201,107 39,936 19.9%

※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。

※2010年度第1四半期より、「売上高」に「その他の営業収益」を含めて表示しています。これに伴い、前年同期の数値を組替再表示しています。

※非継続事業（半導体事業）に係る金額を除外しています。

(2) 地域別売上高 （百万円）

海外計 241,043 201,107 39,936 19.9%
133,037 104,311 28,726 27.5%

中国 87,797 67,210 20,587 30.6%
その他アジア 45,240 37,101 8,139 21.9%

53,651 46,732 6,919 14.8%
37,512 36,476 1,036 2.8%
16,843 13,588 3,255 24.0%

国内計 146,349 153,889 △7,540 △4.9%
合計 387,392 354,996 32,396 9.1%
※2010年度第1四半期より、「売上高」に「その他の営業収益」を含めて表示しています。これに伴い、前年同期の数値を組替再表示しています。

※非継続事業（半導体事業）に係る金額を除外しています。

(3) 主要製品売上高 （百万円）

部門

太陽電池 27,288 19,136 8,152 42.6%
二次電池 64,777 66,574 △1,797 △2.7%

電子デバイス 電子部品※ 59,093 39,669 19,424 49.0%
デジタルカメラ 32,335 37,193 △4,858 △13.1%
プロジェクター 10,737 9,024 1,713 19.0%
テレビ 29,203 24,215 4,988 20.6%

コマーシャル 業務用空調機器※ 9,813 11,593 △1,780 △15.4%
ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機器※ 20,651 21,685 △1,034 △4.8%
洗濯機 9,426 9,156 270 2.9%
冷蔵庫 10,010 10,123 △113 △1.1%
車載機器※ 24,938 17,850 7,088 39.7%

※　主な製品

電子部品：光ピックアップ、キャパシタ、モーター　等 コールドチェーン機器：ショーケース、業務用厨房機器

業務用空調機器：大型エアコン、吸収式冷凍機 車載機器：カーナビゲーションシステム、カーオーディオ

ｺﾝｼｭｰﾏ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

第1四半期（3カ月間）

製品区分 2010年度
実績

2009年度
実績

増減 増減比

そ の 他

北 米
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ア ジ ア

欧 州
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5. 貸借対照表項目 （百万円）

総資産 1,350,944 1,391,273 △40,329
当社株主資本 109,209 108,318 891
当社株主資本比率 8.1% 7.8% 0.3ﾎﾟｲﾝﾄ
棚卸資産 211,127 233,981 △22,854
有利子負債残高 483,846 527,771 △43,925
ネット有利子負債残高 249,381 245,295 4,086
ネットデット・エクイティ・レシオ 2.3倍 2.3倍 -

1株当たり当社株主資本 （円） 17.78 17.64 0.14

6. キャッシュ・フロー項目 （百万円）

営業キャッシュ・フロー 5,841 △13,151 18,992
投資キャッシュ・フロー △11,493 △13,160 1,667
フリー・キャッシュ・フロー △5,652 △26,311 20,659
財務キャッシュ・フロー △30,686 120,160 △150,846
現金及び現金等価物の期末残高 234,465 316,666 △82,201
※非継続事業（半導体事業）のキャッシュ・フローは独立表示せず、継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しています。

7. その他補足情報 （百万円）

設備投資(無形固定資産を除く） 15,173 8,256 6,917
エナジー 9,585 3,585 6,000
電子デバイス 2,836 1,236 1,600
デジタルシステム 643 469 174
コマーシャル 1,179 1,124 55
ｺﾝｼｭｰﾏｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 628 587 41
その他及び全社等 302 1,255 △953

減価償却費（無形固定資産を除く） 15,768 14,768 1,000
研究開発費 15,788 14,563 1,225
※非継続事業（半導体事業）に係る金額を除外しています。

　

為替レート USドル 期中平均 92円 97円 △5円
期末 89円 96円 △7円

ユーロ 期中平均 117円 133円 △16円
期末 108円 135円 △27円

連結子会社数 154 157 △3
持分法適用会社数 49 49 -
従業員数 106,622名 104,882名 1,740名

国内 26,617名 26,486名 131名
海外 80,005名 78,396名 1,609名

増減
2010年度

第1四半期末
2009年度末

2009年度末 増減
2010年度

第1四半期末

2010年度
実績

2009年度
実績

増減

2009年度
実績

第1四半期（3カ月間）
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実績

2009年度
実績

増減
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