
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：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。第２四半期連結累計期間及び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、Ｐ．３ 連結業績予想に関する定性的

情報「平成23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。 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月29日

上場会社名 エルピーダメモリ株式会社 上場取引所  東 

コード番号 6665 ＵＲＬ  http://www.elpida.com/ja 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）坂本  幸雄 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員 （氏名）福田 岳弘 （ＴＥＬ）  03-3281-1500 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月６日 配当支払開始予定日 - 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有     

  （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 経常利益 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  176,333  143.0  44,422      －  37,033  －  30,671  －

22年３月期第１四半期  72,570  △33.6 △42,311 －  △46,561  －  △44,448  －

  
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 

23年３月期第１四半期  150  75  134  46

22年３月期第１四半期  △313  90 －  －

  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 

23年３月期第１四半期  989,817  369,407  30.3  1,323  98

22年３月期  947,450  346,782  27.8  1,185  27

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 299,736百万円 22年３月期 263,637百万円

  
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
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．4「その他の情報」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 ：無 

   新規   ― 社 （社名     ― ）  、  除外  ― 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。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期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 

(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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 203,071,619株 22年３月期 196,601,419株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,476株 22年３月期 1,461株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 201,719,225株 22年３月期１Ｑ 141,600,084株
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報  

当四半期（平成22年４月１日～６月30日の３ヶ月）の経営成績 

   （単位：億円）

 平成23年３月期

第１四半期 

平成22年３月期

第４四半期 

前四半期比

増 減（％）

平成22年３月期 

第１四半期 

前年同期比

増 減（％）

売上高 1,763 1,475 19.5 726 143.0 

売上総利益（△損失） 617 543 13.7 △266 - 

営業利益（△損失） 444 378 17.7 △423 - 

経常利益（△損失） 370 368 0.8 △466 - 

四半期純利益（△損失） 307 337 -8.9 △444 - 

 

当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～６月30日、以下「当四半期」）におけるＤＲＡＭ市場

は、通常季節的に需要が落ち込む時期であるにもかかわらず、ＰＣ、スマートフォン、デジタルテレビ等

の電子機器向けＤＲＡＭの需要が強く、需給がタイトな状況が続きました。このため、ＤＲＡＭの販売価

格は、全般的に高値圏で推移しました。 

当社の平均販売単価は前第４四半期連結会計期間（平成22年１月１日～３月31日、以下「前四半期」）

比で９％、前年同期比では78％の上昇となりました。当四半期のＤＲＡＭ出荷ビット[1]は前四半期比で８％

増、前年同期比では48％増となりました。 

これらの結果、当四半期の売上高は前年同期比143.0％増、前四半期比19.5％増の1,763億円となりまし

た。全売上高のうち、プレミアＤＲＡＭ（モバイル機器及びデジタル家電向けＤＲＡＭ）の売上高はスマート

フォンやデジタルテレビ向けを中心としたＤＲＡＭの需要が増えたため、出荷数量の増加に伴い、前四半

期比で約20％増となりました。コンピューティングＤＲＡＭ（サーバ及びＰＣ向けＤＲＡＭ）の売上高は、

販売単価の上昇及び出荷数量の増加により前四半期比で約20％増となり、全売上高に占める割合は約８割

でした。 

営業利益は、価格上昇と製造コストの低減による売上総利益の大幅な改善により、前年同期比で867億円

改善し、444億円（前年同期は423億円の損失）となりました。経常利益は、為替差損39億円、支払利息28

億円等を計上したことにより、370億円（同466億円の損失）となりました。四半期純利益は、少数株主利

益52億円の計上等により、307億円（同444億円の損失）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当期末の総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）比424億円増の9,898億円となりました。こ

れは、減価償却により有形固定資産が減少した一方で、営業キャッシュ・フローの改善等により現金及び

預金が増加したことと、売上高の増加に伴い売掛金が増加したことが主な理由です。 

有利子負債残高は、借入金の約定返済及びリース債務の返済により、前期末比113億円減の4,935億円と

なりました。 

純資産は、前期末比226億円増の3,694億円となりました。これは、子会社株式の取得等により少数株主

持分が135億円減少した一方で、平成22年４月のKingston Technology Corporationを割当先とする株式の

発行により、資本金、資本剰余金がそれぞれ58億円増加したこと、当期純利益の計上により、利益剰余金

が増加したこと等によるものです。 

なお、当社は平成22年６月25日開催の第11期定時株主総会における資本準備金の額の減少及び剰余金の

処分の決議に基づき、同日付で資本準備金1,435億円を取り崩し、その他資本剰余金に振り替え、更に同

                              
[1] ビット：メモリの記憶容量を示す単位 
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剰余金をもって繰越利益剰余金の欠損を填補致しました。 

     

② キャッシュ・フローの状況 

当四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益367億円の計上等により、

648億円の収入超となりました。赤字を計上した前年同期との比較では、734億円の改善となりました。 

当四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ37億円減少し、294億円の支出超と

なりました。これは、貸付金の回収による収入が57億円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が

135億円減少し、175億円となったこと、子会社株式取得による支出152億円を計上したこと等によるもの

です。 

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・フローは前年同期と比較して771億円改善し354億円の収入超となりました。 

当四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の114億円の支出超から55億円の収入超   

に転じました。これは、有利子負債の返済が前年同期に比べて20億円増加して、133億円であった一方、株

式の発行による収入116億円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入68億円があったことが主な理

由です。 

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ372億円増加し、1,494億円となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報  

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、また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。 

 

□ 平成23年３月期 連結業績参考指標 

【連結第２四半期の見込み】 （単位：億円）

第１四半期 第２四半期  

実績 見込み 

前四半期比 出荷ビット成長率 ８％ 5-10％ 

前四半期比 平均販売単価変動率 ９％ N/A 

減価償却費 311 320 

販管費及び一般管理費 173 175 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

平成23年３月期通期 
 

見込み 

今回(５月12日)発表 

見込み 

今回(７月29日)発表 

前年度比 出荷ビット成長率 45％ 45％ 

減価償却費 1,300 1,300 

販売費及び一般管理費 680 680 

設備投資額 1,150 1,150 

 

- 3 -

 
エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成23年3月期  第1四半期決算短信



 

2. その他の情報 

(1)  重要な子会社の異動の概要  

該当事項はありません。 

   

(2)  簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１. 会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開

発費等に係る会計基準」の一部改正」」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会

計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

なお、連結子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことによ

る四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

２.表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 21 年３月 24 日 内閣

府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科

目で表示しております。  

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収

入」は重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期

連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は 76 百万円であります。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 150,584 113,338

受取手形及び売掛金 137,392 122,618

商品及び製品 41,966 40,197

仕掛品 26,718 27,491

原材料及び貯蔵品 4,936 5,128

未収入金 11,058 8,142

その他 9,231 15,027

貸倒引当金 △5,450 △5,571

流動資産合計 376,435 326,370

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 94,377 96,367

機械装置及び運搬具（純額） 456,235 465,030

工具、器具及び備品（純額） 16,157 17,152

土地 4,452 4,451

建設仮勘定 16,001 13,402

有形固定資産合計 587,222 596,402

無形固定資産   

のれん 916 1,050

その他 5,916 6,584

無形固定資産合計 6,832 7,634

投資その他の資産   

投資有価証券 3,080 4,101

その他 16,248 12,943

投資その他の資産合計 19,328 17,044

固定資産合計 613,382 621,080

資産合計 989,817 947,450
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,192 53,556

短期借入金 － 1,465

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 130,277 132,460

リース債務 21,906 21,919

未払金 26,085 12,824

未払法人税等 1,782 2,014

引当金 3,961 5,522

その他 30,472 14,439

流動負債合計 299,675 274,199

固定負債   

社債 75,000 75,000

転換社債型新株予約権付社債 6,636 －

長期借入金 189,002 200,064

リース債務 40,656 43,841

引当金 3,235 3,123

資産除去債務 274 －

その他 5,932 4,441

固定負債合計 320,735 326,469

負債合計 620,410 600,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,699 203,860

資本剰余金 77,230 214,902

利益剰余金 32,405 △141,777

自己株式 △5 △5

株主資本合計 319,329 276,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175 825

繰延ヘッジ損益 △56 △64

為替換算調整勘定 △19,712 △14,104

評価・換算差額等合計 △19,593 △13,343

新株予約権 292 287

少数株主持分 69,379 82,858

純資産合計 369,407 346,782

負債純資産合計 989,817 947,450
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 72,570 176,333

売上原価 99,157 114,587

売上総利益又は売上総損失（△） △26,587 61,746

販売費及び一般管理費 15,724 17,324

営業利益又は営業損失（△） △42,311 44,422

営業外収益   

受取利息 139 45

補助金収入 － 300

その他 168 99

営業外収益合計 307 444

営業外費用   

支払利息 2,633 2,757

為替差損 335 3,858

その他 1,589 1,218

営業外費用合計 4,557 7,833

経常利益又は経常損失（△） △46,561 37,033

特別利益   

固定資産売却益 18 123

負ののれん発生益 － 555

特別利益合計 18 678

特別損失   

投資有価証券評価損 160 －

固定資産売却損 25 －

固定資産除却損 276 615

減損損失 1,013 215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172

特別損失合計 1,474 1,002

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△48,017 36,709

法人税、住民税及び事業税 65 345

法人税等調整額 253 528

法人税等合計 318 873

少数株主損益調整前四半期純利益 － 35,836

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,887 5,165

四半期純利益又は四半期純損失（△） △44,448 30,671

- 7 -

 
エルピーダメモリ株式会社（6665）　平成23年3月期  第1四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△48,017 36,709

減価償却費及びその他の償却費 30,997 31,084

減損損失 1,013 215

引当金の増減額（△は減少） △819 △949

受取利息 △139 △45

支払利息 2,633 2,757

為替差損益（△は益） 182 2,754

固定資産売却損益（△は益） 7 △123

固定資産除却損 276 615

投資有価証券評価損益（△は益） 160 －

売上債権の増減額（△は増加） △13,662 △17,979

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,234 △1,423

未収入金の増減額（△は増加） 14,397 △2,931

仕入債務の増減額（△は減少） 4,144 2,710

未払金の増減額（△は減少） △374 △115

その他 108 12,496

小計 △7,860 65,775

利息の受取額 39 389

利息の支払額 △1,472 △1,421

補助金の受取額 76 300

和解金の受取額 621 －

補償金の受取額 579 －

和解金の支払額 △538 －

法人税等の支払額 △27 △233

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,582 64,810

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 △293 －

有形固定資産の取得による支出 △30,994 △17,497

有形固定資産の売却による収入 286 428

無形固定資産の取得による支出 △571 △42

子会社株式の取得による支出 － △15,245

長期前払費用の取得による支出 △1,521 △2,754

貸付金の回収による収入 － 5,686

その他 3 63

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,090 △29,361
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 － 145

短期借入金の返済による支出 － △1,589

長期借入金の返済による支出 △7,566 △7,514

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 6,773

株式の発行による収入 － 11,625

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 242

リース債務の返済による支出 △3,797 △4,217

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,363 5,465

現金及び現金同等物に係る換算差額 209 △3,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,826 37,246

現金及び現金同等物の期首残高 113,699 112,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 60,873 149,434
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

   第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

(1）アジア：香港、シンガポール、台湾 

(2）欧州 ：ドイツ、スイス 

(3）北米 ：アメリカ 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

【セグメント情報】  

  当社グループは、ＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

当社グループは、ＤＲＡＭを中心とした半導体事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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 
 30,468  22,377  3,304  16,421  72,570  －  72,570

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 40,449  19,022  8  －  59,479  (59,479)  －

計  70,917  41,399  3,312  16,421  132,049  (59,479)  72,570

   営業利益（△損失）  △36,880  △5,605  △252  426  △42,311  －  △42,311

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  17,976  22,404  12,008  52,388

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    72,570

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 24.8  30.9  16.5  72.2
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 当社は平成22年４月20日付でKingston Technology Corporationに対して、第三者割当増資を実施し、資本金及

び資本準備金がそれぞれ 百万円増加しております。  

 また、当社は平成22年６月25日開催の定時株主総会における資本準備金の額の減少及び剰余金処分決議に基づき

同日付けで、資本準備金のうち 百万円をその他資本剰余金に振替えた後、その他資本剰余金 百万円

を繰越利益剰余金の欠損填補に充当致しました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が 百万円、資本剰余金が 百万円、利

益剰余金が 百万円となっております。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

5,839

143,516 143,511

209,699 77,230

32,405
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４．補足資料 

 
(1)  要約四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第１四半期 

自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日 

前第２四半期 

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

前第３四半期 

自平成21年10月１日

至平成21年12月31日

前第４四半期 

自平成22年１月１日 

至平成22年３月31日 

当第１四半期 

自平成22年４月１日

至平成22年６月30日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 72,570 100.0 95,854 100.0 151,007 100.0 147,522 100.0 176,333 100.0

売上総利益（損失） (26,587) -36.6 14,071 14.7 47,164 31.2 54,313 36.8 61,746 35.0

販売費及び一般管理費 15,724 21.7 13,242 13.8 16,717 11.1 16,561 11.2 17,324 9.8

営業利益（損失） (42,311) -58.3 829 0.9 30,447 20.2 37,752 25.6 44,422 25.2

税金等調整前四半期純利益 

（損失） 
(48,017) -66.2 (6,098) -6.4 26,106 17.3 36,928 25.0 36,709 20.8

四半期純利益（損失） (44,448) -61.2 (7,167) -7.5 21,050 13.9 33,650 22.8 30,671 17.4

EBITDA(1) (14,387) -19.8 26,716 27.9 59,320 39.3 69,657 47.2 70,550 40.0

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
97.79 95.33 90.37 90.39 91.87 

 

(2)  連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第１四半期末 

平成21年６月30日 

前第２四半期末 

平成21年９月30日

前第３四半期末 

平成21年12月31日 

前第４四半期末 

平成22年３月31日 

当第１四半期末 

平成22年６月30日 

現金及び預金 61,305 123,384 110,324 113,338 150,584 

売上債権滞留日数(2) 84日 79日 82日 75日 70日 

たな卸資産保有日数(3) 59日 85日 61日 70日 58日 

有利子負債残高(4) 556,875 556,626 546,373 504,749 493,477 

ネットD/Eレシオ(5) 4.00倍 2.12倍 1.92倍 1.48倍 1.14倍 

自己資本比率(6) 13.8% 21.1% 23.4% 27.8% 30.3% 

 

(3)  要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第１四半期 

自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日 

前第２四半期 

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

前第３四半期 

自平成21年10月１日

至平成21年12月31日

前第４四半期 

自平成22年１月１日 

至平成22年３月31日 

当第１四半期 

自平成22年４月１日

至平成22年６月30日

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(8,582) (8,466) 18,631 63,990 64,810 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(33,090) (26,249) (20,086) (16,347) (29,361) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(11,363) 97,619 (12,761) (44,645) 5,465 

フリー・キャッシュ・フロー (41,672) (34,715) (1,455) 47,643 35,449 

 

                              

(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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