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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 176,361 △10.6 5,272 ― 5,069 ― 2,558 ―

22年3月期第2四半期 197,298 △27.6 △14,913 ― △12,929 ― △10,891 ―

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2四半期 9.32 8.52
22年3月期第2四半期 △39.26 ―

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2四半期 376,312 149,533 39.7 555.73
22年3月期 429,983 168,857 37.3 577.38

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  149,471百万円 22年3月期  160,184百万円

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  
 

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 ― ― ― 15.00 15.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 375,000 △12.4 15,000 ― 13,000 ― 7,000 ― 26.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  有  
（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 

（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、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は終了しておりません。 

※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り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ─ ）、 除外 ―社 （社名 ─ ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  279,020,914株 22年3月期  279,020,914株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  10,056,490株 22年3月期  1,589,837株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  274,549,491株 22年3月期2Q  277,414,848株
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当上半期における内外経済は、緩やかな回復傾向が継続しているものの、欧州諸国の財政問題に端を

発する景気減速懸念を払拭するには至らず、依然として予断を許さない状況で推移しました。 

 この環境下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、事業統合による子会社の連結除外に伴う影響に

より、対前年同期比１０．６％減の１，７６３億円となりました。セグメント別について見ますと、コ

ンシューマは１，３４１億円となりました。デジタルカメラは新製品８機種を投入し、欧州や中国を中

心に展開しました。時計は「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」や「ＥＤＩＦＩＣＥ」といったブランドが北米やアジア

を中心とした海外で好調に推移しました。また、電子辞書は引き続き国内で圧倒的なトップシェアを確

保し、中国でも売上規模を拡大しました。システムは２２８億円、その他は１９２億円となりました。

 損益につきましては、コンシューマは７５億円の営業利益となりました。時計や電子辞書は引き続き

高収益性を維持しました。システムは７億円の営業損失、その他は３億円の営業利益となりました。こ

の結果、調整後の連結合計として５２億円の営業利益となりました。また、経常利益は５０億円、四半

期純利益は２５億円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、売上債権の減少などにより、前連結会計年

度末比５３６億円減少の３，７６３億円となりました。純資産は、少数株主持分の減少などにより、前

連結会計年度末比１９３億円減少し、１，４９５億円となりました。その結果、自己資本比率は

３９．７％となりました。  

 キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは４１億円の収入、投資

活動によるキャッシュ・フローは７０億円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは３１億円の収

入となりました。また、事業統合による子会社の連結除外に伴う影響もあり、当第２四半期連結会計期

間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比７８億円減少し、１，０５９億円となりまし

た。  

 当グループは今後も引き続き事業資産の効率的運営の徹底を図り、安定的且つ強靱な財務体質の構築

に取り組みます。 

  

現時点での平成２３年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成２２年５月１２日公

表）に対して変更はありません。  

 当グループは今後も全世界で通用する独自技術を活かした新製品の積極的な世界展開により、長期的

視点に立った収益力強化、経営・財務体質強化に取り組みます。 

  

（注）業績見通しについて  

①為替水準は１ＵＳ＄＝８０円、１ユーロ＝１１０円を想定しております。 

②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り大きく異なる可能性がありま

す。実際の業績に影響を与える要素としては、当グループの事業をとりまく経済情勢、対ドル

をはじめとする主要為替相場の変動、製品販売価格の大幅な変動などが考えられますが、これ

らに限られるものではありません。 

  

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

(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
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該当事項はありません。 

  

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．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

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無いと認められる場合に、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。 

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。 

  

１．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。この変更が損益に与える影響はありません。 

２．資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は４百万円、税金等調整前四半期

純利益は156百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務

の変動額は219百万円であります。 

３．企業結合に関する会計基準等の適用 

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）、「『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。 

 第１四半期連結会計期間より、「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日公表分）を適用しております。この変更が損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,176 52,756

受取手形及び売掛金 60,884 75,565

有価証券 59,216 53,428

製品 27,078 32,794

仕掛品 4,208 5,700

原材料及び貯蔵品 7,499 12,128

その他 39,848 43,706

貸倒引当金 △637 △627

流動資産合計 238,272 275,450

固定資産   

有形固定資産   

土地 38,664 38,702

その他（純額） 29,549 32,955

有形固定資産合計 68,213 71,657

無形固定資産 6,495 13,348

投資その他の資産   

投資有価証券 48,956 53,155

その他 14,433 16,434

貸倒引当金 △57 △61

投資その他の資産合計 63,332 69,528

固定資産合計 138,040 154,533

資産合計 376,312 429,983
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,032 66,219

短期借入金 14,442 15,846

1年内返済予定の長期借入金 200 450

未払法人税等 3,046 3,481

製品保証引当金 1,012 1,946

事業構造改善引当金 － 3,100

その他 41,744 62,073

流動負債合計 105,476 153,115

固定負債   

社債 25,000 10,000

新株予約権付社債 50,000 50,000

長期借入金 28,000 28,000

退職給付引当金 10,571 10,012

役員退職慰労引当金 2,707 2,666

その他 5,025 7,333

固定負債合計 121,303 108,011

負債合計 226,779 261,126

純資産の部   

株主資本   

資本金 48,592 48,592

資本剰余金 65,703 65,704

利益剰余金 54,108 55,712

自己株式 △8,519 △3,519

株主資本合計 159,884 166,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 955 3,131

繰延ヘッジ損益 △293 △287

為替換算調整勘定 △11,075 △9,149

評価・換算差額等合計 △10,413 △6,305

少数株主持分 62 8,673

純資産合計 149,533 168,857

負債純資産合計 376,312 429,983
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 197,298 176,361

売上原価 151,457 119,037

売上総利益 45,841 57,324

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 16,541 15,312

その他 44,213 36,740

販売費及び一般管理費合計 60,754 52,052

営業利益又は営業損失（△） △14,913 5,272

営業外収益   

受取利息 606 491

為替差益 882 －

その他 1,669 655

営業外収益合計 3,157 1,146

営業外費用   

支払利息 450 409

為替差損 － 279

その他 723 661

営業外費用合計 1,173 1,349

経常利益又は経常損失（△） △12,929 5,069

特別利益   

固定資産売却益 9 7

投資有価証券売却益 939 0

ゴルフ会員権売却益 － 18

特別利益合計 948 25

特別損失   

固定資産除却損 570 211

投資有価証券評価損 1,000 24

特別退職金 578 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 152

その他 80 21

特別損失合計 2,228 408

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（△）

△14,209 4,686

法人税等 2,350 2,605

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△16,559 2,081

少数株主損失（△） △5,668 △477

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,891 2,558
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△14,209 4,686

減価償却費 13,196 7,104

固定資産除売却損益（△は益） 561 204

投資有価証券売却損益（△は益） △939 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1,000 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,478 621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28 41

受取利息及び受取配当金 △737 △666

支払利息 450 409

為替差損益（△は益） 90 167

売上債権の増減額（△は増加） 11,448 △1,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,573 △2,726

仕入債務の増減額（△は減少） △11,862 3,038

その他 4,175 △5,243

小計 3,050 5,966

利息及び配当金の受取額 935 736

利息の支払額 △518 △429

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,269 △2,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,736 4,152

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 △916 △1,791

定期預金の払戻による収入 1,662 1,227

有形固定資産の取得による支出 △3,542 △2,456

有形固定資産の売却による収入 3 28

無形固定資産の取得による支出 △10,524 △2,522

投資有価証券の取得による支出 △3,025 △2,038

投資有価証券の売却及び償還による収入 7,203 3,303

関係会社株式の取得による支出 － △1,866

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △871

その他 △479 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,618 △7,093

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,201 △1,405

長期借入金の返済による支出 △10,250 △250

社債の発行による収入 － 14,924

自己株式の取得による支出 △2 △5,001

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,723 △948

配当金の支払額 △6,380 △4,161

その他 30 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,124 3,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △752 △1,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,758 △1,591

現金及び現金同等物の期首残高 104,248 113,784

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △6,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 86,490 105,936
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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〕 

 

 
  

〔セグメント情報〕 
１．報告セグメントの概要 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
 当社は、製品、サービスの内容及び販売市場、顧客の種類により「コンシューマ」、「システム」
及び「その他」の３つを報告セグメントとしております。 
 各報告セグメントに属する主要な製品及びサービスの種類は次のとおりであります。 

コンシューマ…ウオッチ、クロック、電子辞書、電卓、電子文具、電子楽器、デジタルカメラ等
システム………ハンディターミナル、電子レジスター（ＰＯＳ含む）、オフィス・コンピュー

ター、ページプリンタ、データプロジェクター等 
その他…………ＷＬＰ受託加工、ＬＣＤ、金型等 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

 
（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,766百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△1,766百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 
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日公表分）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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第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） （単位：百万円）

エレクトロニ 
クス機器事業

デバイス
その他事業

計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

174,210 23,088 197,298 ― 197,298

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

321 9,333 9,654 △9,654 ―

計 174,531 32,421 206,952 △9,654 197,298

営業損失（△） △10,217 △2,165 △12,382 △2,531 △14,913

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） （単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２コンシューマ システム その他 合計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 134,185 22,895 19,281 176,361 ― 176,361

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

11 364 3,368 3,743 △3,743 ―

計 134,196 23,259 22,649 180,104 △3,743 176,361

セグメント利益 
又は損失（△）

7,518 △793 313 7,038 △1,766 5,272
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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
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