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（訂正）「平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況」の一部訂正について 

 

当社は平成24年９月11日付適時開示「当社海外連結子会社の不適切な会計処理に関する調査結果等につい

て」にてお知らせしましたとおり、過年度決算短信の訂正作業を進めてまいりました。 

このたび、平成20年１月29日付「平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況」の訂正作業が完了しま

したので、訂正内容についてお知らせいたします。 

  訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には を付して表示して

おります。 
 

以 上 

会 社 名 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 川崎秀一 

コード番号 ６７０３ 東証･大証第 1 部 

問 合 せ 先 I R 室 長  野 村 重 夫 

電 話 番 号 0 3 - 3 5 0 1 - 3 8 3 6 

a110631
スタンプ



  

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  

２．配当の状況 

  

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

平成20年３月期の連結業績予想につきましては、平成19年10月30日に発表した業績予想を変更しておりません。 

   

        

 

平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

      平成20年１月29日

上場会社名 沖電気工業株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部

コード番号 6703 ＵＲＬ http://www.oki.com/jp 

代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）篠塚 勝正 

問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ室長 （氏名）吉田 邦彦 ＴＥＬ (03)3501-3111 

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績  （％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（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 487,727  1.9  △3,617  －  △9,460  －  △14,187  －

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 478,405  2.8  △10,831  －  △15,958  －  △36,054  －

19年３月期  716,967  －  △6,582  －  △13,934  －  △37,775  －

  
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △20.77  －

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △56.71  －

19年３月期  △58.33  －

  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 

20年３月期第３四半期  600,141  85,758  13.2  116.03

19年３月期第３四半期  636,015  109,856  16.3  151.53

19年３月期  632,830  105,921  15.7  145.42

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 8,677  △21,581  7,415  45,402

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △14,102  △27,606  44,303  43,053

19年３月期  16,105  △34,900  28,130  49,800

  １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭 円 銭 円 銭 

19年３月期 － －  0.00

20年３月期（予想） － －  0.00

 
（訂正後） 
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４．その他 

  

※業績の予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・減価償却方法について 

平成19年度税制改正において減価償却方法が見直されましたが、当社及び一部の国内連結子会社については、当面、

税制改正による減税効果が見込まれないため、減価償却方法は変更しておりません。 

なお、その他の国内連結子会社については、当期より改正後の法人税法に定める方法に変更しております。 

  

・本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化によ

り実際の業績が異なる可能性があります。 

  

（参考）平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年10月１日～平成19年12月31日） 

  

  

（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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：無 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

（１）連結経営成績 （％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 ％ 

20年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 160,030  △2.6  4,344  －  2,451  －  △599  －

19年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 164,246  12.3  △278  －  △1,997  －  △27,508  －

  
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 

20年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 △0.88  －

19年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 △40.98  －
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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  

①当四半期（９ヶ月累計：平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日）の概況 

当四半期の国内景気は、企業の設備投資を中心に、全般的にゆるやかな回復基調を持続しつつも、個人消費の

停滞や原油高の影響などによるかげりがみられます。海外では、米国に端を発したサブプライム問題の影響が世界

中にみられ、これは原油高とともに、米国経済の先行きに対する懸念材料とされています。その一方で、新興諸国

は高い経済成長を続けています。 

ＯＫＩグループの事業領域におきましては、金融市場において経済成長を続ける中国向けＡＴＭの拡大や国内

金融システム事業の売上が増加しました。一方、通信キャリア各社の固定網系設備への投資抑制は依然継続してお

り、半導体におけるグローバルな競争環境は厳しさを増しています。プリンタにおいては、市場全体は依然成長を

続けているものの、急拡大していたカラー・ノンインパクトプリンタには一部成長の鈍化が見られます。 

この結果、当四半期の連結売上高は前年同期比１．９％増の４，８７７億円となりました。連結営業損失につ

きましては、売上高の増加に伴い、前年同期の１０８億円から７２億円良化し３６億円となりました。連結経常損

失は、前年同期の１６０億円から６５億円良化し９５億円、連結四半期純損失は前年同期の３６１億円から２１９

億円良化し１４２億円となりました。  

  

②主要事業セグメント別の状況 

【情報通信システムセグメント】 

金融システム事業では、中国向けＡＴＭが好調なことに加え、郵政向け窓口端末などの増加により売上が大幅

に増加しました。また、情報システム事業では、法人向け各種システムの売上が増加しました。一方、通信事業で

は各通信キャリアのＩＰネットワークをはじめとした固定網系設備への投資抑制があり、厳しい状況が続いていま

す。「ＮＧＮ」の本格展開による業績への貢献は２００８年度後半以降と見ています。   

この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比３．５％増の２，２３３億円となりました。営業損失は売上

高が増加したことなどにより、前年同期の５９億円から５億円良化し５４億円となりました。 

  

 【半導体セグメント】 

半導体事業では、グローバル競争による価格下落や低採算商品の収束などにより、システムＬＳＩ／ロジック

ＬＳＩが減収となりました。一方で、アミューズメント市場向けＰ２ＲＯＭや、高耐圧プロセスなどの差別化技術

を活かしたファンダリ事業は順調に推移しています。 

この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比３．８％減の１，０２９億円となりました。営業損失は、コ

スト削減効果及び為替影響などの増益要因があるものの、価格下落が大きく、前年同期の２億円から３億円悪化

し、５億円となりました。 

  

【プリンタセグメント】 

プリンタ事業では、円安基調の為替の影響がありました。さらに、オフィス向けカラー・ノンインパクトプリ

ンタにおいては、売上の中上位機種へのシフトにより出荷台数が減少する一方、消耗品の割合が増加するなど採算

は改善しました。しかしこの市場では、依然として競合各社間での競争が続いています。 

これらの結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比２．０％増の１，３４６億円となりました。営業損益

は、コスト削減効果及び為替影響、さらには中上位機種へのシフトによる採算性の改善により、前年同期の１１億

円から５２億円良化し６３億円の利益となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①総資産等の状況 

 総資産は前年同期末に対して３５９億円減少の６，００１億円となりました。自己資本は前年同期末に対して２４

２億円減少の７９３億円となり、その結果自己資本比率は１３．２％となりました。 

 資産の減少の主なものは、流動資産ではたな卸資産の１４５億円、固定資産では投資有価証券の１４３億円です。

 負債は１１８億円減少しており、減少の主なものは、支払手形及び買掛金の１１１億円です。なお、有利子負債は

前年同期末２，９６８億円に対して１５億円増加し、２，９８３億円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当四半期（９ヶ月累計）の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前純損益及び運転資金が改善したことにより、

前年同期の１４１億円の支出に対して２２８億円良化し、８７億円の収入となりました。 

 投資キャッシュ・フローにつきましては、無形固定資産取得による支出が減少したことなどにより、前年同期の２

７６億円の支出に対し６０億円良化して２１６億円の支出となりました。 

 営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは前年同期の４１７

億円の支出に対し、２８８億円良化し１２９億円の支出となりました。 

 財務キャッシュ・フローは、社債の償還や長期借入金の返済に対し、長期借入金を中心に調達したことなどによ

り、７４億円の収入となりました。 

 現金及び現金同等物の四半期末残高は前期末４９８億円から４４億円減少し、４５４億円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２０年３月期の連結業績予想につきましては、平成１９年１０月３０日に発表した業績予想を変更しておりま

せん。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  

資産の部 （単位：百万円）

期別 
科目 

前年第３四半期 
（平成18年12月） 

当第３四半期 
（平成19年12月） 

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 
（平成19年３月） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金  38,828  41,463  2,635  45,995

受取手形及び売掛金  135,316  133,619  △1,697  169,431

たな卸資産  209,178  194,660  △14,518  167,308

その他の流動資産  27,298  23,028  △4,270  28,762

貸倒引当金  △1,970  △1,585  385  △1,904

流動資産合計  408,651  391,185  △17,466  409,592

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物  41,895  49,414  7,519  42,228

機械装置及び運搬具  45,687  42,558  △3,129  47,955

工具器具備品  21,606  20,926  △680  22,914

土地  15,737  15,904  167  15,760

建設仮勘定  1,537  443  △1,094  837

有形固定資産合計  126,465  129,246  2,781  129,696

無形固定資産  16,294  15,537  △757  17,593

投資その他の資産  

投資有価証券  59,105  44,791  △14,314  54,484

長期貸付金  5,706  1,679  △4,027  3,220

その他の投資その他の資産  25,453  20,539  △4,914  20,955

貸倒引当金  △5,661  △2,838  2,823  △2,712

投資その他の資産合計  84,603  64,171  △20,432  75,947

固定資産合計  227,363  208,955  △18,408  223,237

資産合計  636,015  600,141  △35,874  632,830
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負債、純資産の部 （単位：百万円）

期別 
科目 

前年第３四半期 
（平成18年12月） 

当第３四半期 
（平成19年12月） 

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 
（平成19年３月） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金  92,676  81,645  △11,031  101,358

短期借入金  123,449  147,547  24,098  125,809

未払費用  36,490  37,351  861  47,339

その他の流動負債  78,629  72,465  △6,164  58,974

流動負債合計  331,245  339,009  7,764  333,480

Ⅱ 固定負債  

社債  32,000  12,000  △20,000  32,000

長期借入金  110,879  111,703  824  110,530

退職給付引当金  45,576  48,398  2,822  45,218

役員退職慰労引当金  383  542  159  440

その他の固定負債  6,073  2,728  △3,345  5,239

固定負債合計  194,912  175,373  △19,539  193,428

負債合計  526,158  514,382  △11,776  526,909

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金  76,940  76,940  －  76,940

資本剰余金  46,744  46,744  －  46,744

利益剰余金  △29,240  △45,800  △16,560  △31,612

自己株式  △311  △341  △30  △320

株主資本合計  94,132  77,543  △16,589  91,752

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  15,419  9,032  △6,387  14,377

繰延ヘッジ損益  △401  △382  19  △368

為替換算調整勘定  △5,617  △6,937  △1,320  △6,410

評価・換算差額等合計  9,399  1,713  △7,686  7,597

Ⅲ 新株予約権  32  79  47  32

Ⅳ 少数株主持分  6,291  6,423  132  6,538

純資産合計  109,856  85,758  △24,098  105,921

負債、純資産合計  636,015  600,141  △35,874  632,830
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（２）四半期連結損益計算書 

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 売上高  478,405  487,727  9,322  716,967

Ⅱ 売上原価  372,940  377,254  4,314  560,190

売上総利益  105,465  110,473  5,008  156,777

Ⅲ 販売費及び一般管理費  116,297  114,090  △2,207  163,359

営業利益  △10,831  △3,617  7,214  △6,582

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  481  406  △75  656

受取配当金  765  824  59  843

雑収入  622  621  △1  912

計  1,869  1,851  △18  2,412

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  5,037  5,151  114  6,820

雑支出  1,958  2,543  585  2,944

計  6,995  7,694  699  9,764

経常利益  △15,958  △9,460  6,498  △13,934

Ⅵ 特別利益  

固定資産売却益  232  330  98  258

投資有価証券売却益  335  206  △129  3,362

過年度特許料戻入益  －  401  401  －

付加価値税修正益  296  －  △296  －

計  864  938  75  3,621

Ⅶ 特別損失  

固定資産処分損  832  891  59  1,044

投資有価証券等評価損  374  －  △374  2,130

貸倒引当金繰入額  316  218  △98  670

特別退職金  535  773  238  884

事業構造変革費用  －  －  －  2,335

付加価値税修正損  －  169  169  156

計  2,059  2,053  △6  7,222

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △17,153  △10,574  6,579  △17,534

法人税、住民税及び事業税  955  1,372  417  2,152

法人税等調整額  17,902  2,171  △15,731  17,813

少数株主利益  42  69  27  274

四半期（当期）純利益  △36,054  △14,187  21,867  △37,775

－ 7 －
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

  

  

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高  76,940  46,744  △31,612  △320  91,752

当第３四半期中の変動額  

四半期純損失  △14,187   △14,187

自己株式の取得  △21  △21

株主資本以外の項目の当第３

四半期中の変動額（純額） 
 

当第３四半期中の変動額合計  －  －  △14,187  △21  △14,209

平成19年12月31日残高  76,940  46,744  △45,800  △341  77,543

  

評価・換算差額等 

新株予約
権 

少数株主
持分 

純資産合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高  14,377  △368  △6,410  7,597  32  6,538  105,921

当第３四半期中の変動額                                          

四半期純損失                                      △14,187

自己株式の取得                                      △21

株主資本以外の項目の当第３

四半期中の変動額（純額） 
 △5,344  △13  △526  △5,884  46  △115  △5,953

当第３四半期中の変動額合計  △5,344  △13  △526  △5,884  46  △115  △20,162

平成19年12月31日残高  9,032  △382  △6,937  1,713  79  6,423  85,758

－ 8 －
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △17,153  △10,574  6,579  △17,534

減価償却費  25,606  25,353  △253  34,957

引当金の増加額  2,835  1,691  △1,144  2,024

受取利息及び受取配当金  △1,246  △1,230  16  △1,500

支払利息  5,037  5,151  114  6,820

投資有価証券等評価損  374  －  △374  2,130

投資有価証券売却益  △335  △206  129  △3,362

固定資産処分損  832  891  59  1,044

固定資産売却益  △232  △330  △98  △258

売上債権の減少額（△増加

額） 
 25,702  36,060  10,358  △6,461

たな卸資産の減少額（△増

加額） 
 △38,683  △27,752  10,931  3,299

仕入債務の減少額  △7,539  △18,745  △11,206  △95

未払費用の増加額（△減少

額） 
 △8,855  △10,768  △1,913  2,340

その他  4,745  15,384  10,639  △506

小計  △8,912  14,924  23,836  22,898

利息及び配当金の受取額  1,305  1,280  △25  1,554

利息の支払額  △4,883  △5,168  △285  △6,993

法人税等の支払額  △1,612  △2,359  △747  △1,353

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △14,102  8,677  22,779  16,105

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

有形固定資産の取得による

支出 
 △19,371  △19,615  △244  △26,729

有形固定資産の売却による

収入 
 281  1,227  946  646

無形固定資産の取得による

支出 
 △4,197  △2,611  1,586  △7,152

投資有価証券の取得による

支出 
 △453  △785  △332  △1,831

投資有価証券の売却による

収入 
 1,035  1,509  474  4,833

事業の譲受けによる支出  △455  －  455  △455

その他  △4,445  △1,305  3,140  △4,211

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △27,606  △21,581  6,025  △34,900

（Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッ

シュ・フロー） 
( )△41,709 ( )△12,903 ( )28,804 ( )△18,795

－ 9 －
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  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
                       

短期借入金の純増加額  11,287  17,703  6,416  8,765

コマーシャル・ペーパーの

純増加額 
 21,000  －  △21,000  7,000

長期借入れによる収入  31,737  28,294  △3,443  39,648

長期借入金の返済による支

出 
 △28,584  △28,271  313  △36,826

社債の発行による収入  29,988  －  △29,988  29,988

社債の償還による支出  △20,000  △9,500  10,500  △20,000

配当金の支払額  △1,815  －  1,815  △1,817

その他  689  △810  △1,499  1,371

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 44,303  7,415  △36,888  28,130

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 941  △67  △1,008  947

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
 3,535  △5,555  △9,090  10,283

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 38,419  49,800  11,381  38,419

Ⅶ 連結子会社の増加に伴う現

金及び現金同等物の増加額 
 1,090  1,316  226  1,090

Ⅷ 連結子会社の減少に伴う現

金及び現金同等物の減少額 
 －  △158  △158  －

Ⅸ 連結子会社による非連結子

会社の合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額 

 7  －  △7  7

Ⅹ 現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高 
 43,053  45,402  2,349  49,800

－ 10 －
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（５）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  

  

２．所在地別セグメント情報 

  

  

前年第３四半期（自 平成18年４月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  215,775  106,957  131,920  23,752  478,405  －  478,405

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,662  1,723  3,531  20,699  28,617 ( )28,617  －

計  218,438  108,681  135,452  44,452  507,023 ( )28,617  478,405

営業費用  224,388  108,902  134,335  42,508  510,135 ( )20,897  489,237

営業利益  △5,949  △221  1,116  1,943  △3,111 ( )7,720  △10,831

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  223,253  102,888  134,599  26,985  487,727  －  487,727

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,945  2,331  3,606  23,675  31,558 ( )31,558  －

計  225,198  105,220  138,206  50,661  519,286 ( )31,558  487,727

営業費用  230,572  105,690  131,892  47,937  516,093 ( )24,748  491,344

営業利益  △5,373  △470  6,313  2,723  3,192 ( )6,809  △3,617

前年第３四半期（自 平成18年４月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  324,598  48,990  71,591  33,226  478,405  －  478,405

(2）セグメント間の内部売上高  97,027  463  1,555  76,267  175,314 ( )175,314  －

計  421,626  49,453  73,146  109,493  653,720 ( )175,314  478,405

営業費用  425,135  49,539  72,761  108,865  656,300 ( )167,063  489,237

営業利益  △3,509  △85  385  628  △2,580 ( )8,251  △10,831

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  336,753  44,544  73,898  32,531  487,727  －  487,727

(2）セグメント間の内部売上高  88,725  241  1,626  81,016  171,610 ( )171,610  －

計  425,478  44,786  75,525  113,548  659,338 ( )171,610  487,727

営業費用  424,966  44,317  75,618  112,535  657,437 ( )166,092  491,344

営業利益  512  468  △92  1,012  1,900 ( )5,517  △3,617

－ 11 －
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＜ご参考＞ 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年10月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年10月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

Ⅰ 売上高  164,246  160,030  △4,216

Ⅱ 売上原価  126,914  118,738  △8,176

売上総利益  37,332  41,292  3,960

Ⅲ 販売費及び一般管理費  37,610  36,947  △663

営業利益  △278  4,344  4,623

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  157  135  △22

受取配当金  117  156  39

為替差益  215  －  △215

雑収入  208  95  △116

計  699  387  △315

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  1,710  1,712  2

雑支出  708  567  △141

計  2,418  2,280  △138

経常利益  △1,997  2,451  4,448

Ⅵ 特別利益  304  7  △297

Ⅶ 特別損失  681  383  △298

税金等調整前四半期純利益  △2,374  2,075  4,449

法人税、住民税及び事業税  213  509  296

法人税等調整額  24,918  2,199  △22,719

少数株主利益  2  △32  △34

四半期純利益  △27,508  △599  26,909

－ 12 －
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＜ご参考＞ 

（２）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  

  

２．所在地別セグメント情報 

  

前年第３四半期（自 平成18年10月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  73,292  35,303  48,128  7,523  164,246  －  164,246

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,476  207  1,307  7,081  10,072 ( )10,072  －

計  74,768  35,511  49,435  14,604  174,319 ( )10,072  164,246

営業費用  74,769  35,848  47,362  13,929  171,910 ( )7,385  164,525

営業利益  △1  △337  2,073  675  2,408 ( )2,687  △278

当第３四半期（自 平成19年10月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  69,269  34,519  47,344  8,897  160,030  －  160,030

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 534  789  1,278  7,929  10,532 ( )10,532  －

計  69,804  35,308  48,622  16,826  170,562 ( )10,532  160,030

営業費用  69,500  35,589  43,249  15,629  163,967 ( )8,282  155,685

営業利益  303  △280  5,373  1,197  6,594 ( )2,250  4,344

前年第３四半期（自 平成18年10月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  110,201  15,884  27,009  11,151  164,246  －  164,246

(2）セグメント間の内部売上高  31,386  220  501  27,044  59,152 ( )59,152  －

計  141,588  16,104  27,510  38,196  223,399 ( )59,152  164,246

営業費用  140,762  15,581  26,419  37,791  220,554 ( )56,029  164,525

営業利益  825  523  1,091  404  2,844 ( )3,123  △278

当第３四半期（自 平成19年10月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  106,697  15,216  26,966  11,150  160,030  －  160,030

(2）セグメント間の内部売上高  31,969  58  394  26,919  59,341 ( )59,341  －

計  138,666  15,274  27,360  38,070  219,371 ( )59,341  160,030

営業費用  133,638  15,378  26,363  37,588  212,970 ( )57,285  155,685

営業利益  5,027  △103  996  481  6,401 ( )2,056  4,344

－ 13 －
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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  

２．配当の状況 

  

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

平成20年３月期の連結業績予想につきましては、平成19年10月30日に発表した業績予想を変更しておりません。 

   

        

 

平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

      平成20年１月29日

上場会社名 沖電気工業株式会社 上場取引所 東証一部・大証一部

コード番号 6703 ＵＲＬ http://www.oki.com/jp 

代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）篠塚 勝正 

問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ室長 （氏名）吉田 邦彦 ＴＥＬ (03)3501-3111 

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績  （％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（当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 487,287  2.3  △3,144  －  △8,987  －  △13,545  －

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 476,432  2.4  △12,841  －  △17,967  －  △38,360  －

19年３月期  718,767  －  △5,410  －  △12,762  －  △36,446  －

  
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △19.83  －

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △60.33  －

19年３月期  △56.27  －

  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 

20年３月期第３四半期  591,885  96,999  15.3  132.48

19年３月期第３四半期  626,414  116,214  17.5  160.84

19年３月期  628,398  115,973  17.4  160.13

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 8,828  △21,581  7,415  45,557

19年３月期第３四半期 
（９ヶ月累計） 

 △13,627  △27,606  44,303  43,547

19年３月期  16,105  △34,900  28,130  49,800

  １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭 円 銭 円 銭 

19年３月期 － －  0.00

20年３月期（予想） － －  0.00

 
（訂正前） 
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４．その他 

  

※業績の予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・減価償却方法について 

平成19年度税制改正において減価償却方法が見直されましたが、当社及び一部の国内連結子会社については、当面、

税制改正による減税効果が見込まれないため、減価償却方法は変更しておりません。 

なお、その他の国内連結子会社については、当期より改正後の法人税法に定める方法に変更しております。 

  

・本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化によ

り実際の業績が異なる可能性があります。 

  

（参考）平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年10月１日～平成19年12月31日） 

  

  

（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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：無 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

（１）連結経営成績 （％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 ％ 

20年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 159,652  △2.4  3,926  －  2,033  －  △1,062  －

19年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 163,632  11.9  △1,195  －  △2,914  －  △28,589  －

  
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 

20年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 △1.56  －

19年３月期第３四半期 
（３ヶ月） 

 △42.59  －
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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  

①当四半期（９ヶ月累計：平成１９年４月１日～平成１９年１２月３１日）の概況 

当四半期の国内景気は、企業の設備投資を中心に、全般的にゆるやかな回復基調を持続しつつも、個人消費の

停滞や原油高の影響などによるかげりがみられます。海外では、米国に端を発したサブプライム問題の影響が世界

中にみられ、これは原油高とともに、米国経済の先行きに対する懸念材料とされています。その一方で、新興諸国

は高い経済成長を続けています。 

ＯＫＩグループの事業領域におきましては、金融市場において経済成長を続ける中国向けＡＴＭの拡大や国内

金融システム事業の売上が増加しました。一方、通信キャリア各社の固定網系設備への投資抑制は依然継続してお

り、半導体におけるグローバルな競争環境は厳しさを増しています。プリンタにおいては、市場全体は依然成長を

続けているものの、急拡大していたカラー・ノンインパクトプリンタには一部成長の鈍化が見られます。 

この結果、当四半期の連結売上高は前年同期比２．３％増の４，８７３億円となりました。連結営業損失につ

きましては、売上高の増加に伴い、前年同期の１２８億円から９７億円良化し３１億円となりました。連結経常損

失は、前年同期の１８０億円から９０億円良化し９０億円、連結四半期純損失は前年同期の３８４億円から２４９

億円良化し１３５億円となりました。  

  

②主要事業セグメント別の状況 

【情報通信システムセグメント】 

金融システム事業では、中国向けＡＴＭが好調なことに加え、郵政向け窓口端末などの増加により売上が大幅

に増加しました。また、情報システム事業では、法人向け各種システムの売上が増加しました。一方、通信事業で

は各通信キャリアのＩＰネットワークをはじめとした固定網系設備への投資抑制があり、厳しい状況が続いていま

す。「ＮＧＮ」の本格展開による業績への貢献は２００８年度後半以降と見ています。   

この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比３．５％増の２，２３３億円となりました。営業損失は売上

高が増加したことなどにより、前年同期の５９億円から５億円良化し５４億円となりました。 

  

 【半導体セグメント】 

半導体事業では、グローバル競争による価格下落や低採算商品の収束などにより、システムＬＳＩ／ロジック

ＬＳＩが減収となりました。一方で、アミューズメント市場向けＰ２ＲＯＭや、高耐圧プロセスなどの差別化技術

を活かしたファンダリ事業は順調に推移しています。 

この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比３．８％減の１，０２９億円となりました。営業損失は、コ

スト削減効果及び為替影響などの増益要因があるものの、価格下落が大きく、前年同期の２億円から３億円悪化

し、５億円となりました。 

  

【プリンタセグメント】 

プリンタ事業では、円安基調の為替の影響がありました。さらに、オフィス向けカラー・ノンインパクトプリ

ンタにおいては、売上の中上位機種へのシフトにより出荷台数が減少する一方、消耗品の割合が増加するなど採算

は改善しました。しかしこの市場では、依然として競合各社間での競争が続いています。 

これらの結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比３．２％増の１，３４２億円となりました。営業損益

は、コスト削減効果及び為替影響、さらには中上位機種へのシフトによる採算性の改善により、前年同期の９億円

の損失から７７億円良化し６８億円の利益となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①総資産等の状況 

 総資産は前年同期末に対して３４５億円減少の５，９１９億円となりました。自己資本は前年同期末に対して１９

４億円減少の９０５億円となり、その結果自己資本比率は１５．３％となりました。 

 資産の減少の主なものは、流動資産ではたな卸資産の１５０億円、固定資産では投資有価証券の１４３億円です。

 負債は１５３億円減少しており、減少の主なものは、支払手形及び買掛金の１１１億円です。なお、有利子負債は

前年同期末２，９６８億円に対して１５億円増加し、２，９８３億円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当四半期（９ヶ月累計）の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前純損益及び運転資金が改善したことにより、

前年同期の１３６億円の支出に対して２２４億円良化し、８８億円の収入となりました。 

 投資キャッシュ・フローにつきましては、無形固定資産取得による支出が減少したことなどにより、前年同期の２

７６億円の支出に対し６０億円良化して２１６億円の支出となりました。 

 営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは前年同期の４１２

億円の支出に対し、２８４億円良化し１２８億円の支出となりました。 

 財務キャッシュ・フローは、社債の償還や長期借入金の返済に対し、長期借入金を中心に調達したことなどによ

り、７４億円の収入となりました。 

 現金及び現金同等物の四半期末残高は前期末４９８億円から４２億円減少し、４５６億円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２０年３月期の連結業績予想につきましては、平成１９年１０月３０日に発表した業績予想を変更しておりま

せん。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

  

資産の部 （単位：百万円）

期別 
科目 

前年第３四半期 
（平成18年12月） 

当第３四半期 
（平成19年12月） 

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 
（平成19年３月） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金  39,323  41,618  2,295  45,995

受取手形及び売掛金  125,449  125,873  424  164,794

たな卸資産  208,950  193,994  △14,956  167,513

その他の流動資産  27,298  23,028  △4,270  28,762

貸倒引当金  △1,970  △1,585  385  △1,904

流動資産合計  399,051  382,929  △16,122  405,161

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物  41,895  49,414  7,519  42,228

機械装置及び運搬具  45,687  42,558  △3,129  47,955

工具器具備品  21,606  20,926  △680  22,914

土地  15,737  15,904  167  15,760

建設仮勘定  1,537  443  △1,094  837

有形固定資産合計  126,465  129,246  2,781  129,696

無形固定資産  16,294  15,537  △757  17,593

投資その他の資産  

投資有価証券  59,105  44,791  △14,314  54,484

長期貸付金  5,706  1,679  △4,027  3,220

その他の投資その他の資産  25,453  20,539  △4,914  20,955

貸倒引当金  △5,661  △2,838  2,823  △2,712

投資その他の資産合計  84,603  64,171  △20,432  75,947

固定資産合計  227,363  208,955  △18,408  223,237

資産合計  626,414  591,885  △34,529  628,398
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負債、純資産の部 （単位：百万円）

期別 
科目 

前年第３四半期 
（平成18年12月） 

当第３四半期 
（平成19年12月） 

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 
（平成19年３月） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金  92,676  81,645  △11,031  101,358

短期借入金  123,449  147,547  24,098  125,809

未払費用  36,490  37,351  861  47,339

その他の流動負債  62,670  52,969  △9,701  44,489

流動負債合計  315,286  319,513  4,227  318,996

Ⅱ 固定負債  

社債  32,000  12,000  △20,000  32,000

長期借入金  110,879  111,703  824  110,530

退職給付引当金  45,576  48,398  2,822  45,218

役員退職慰労引当金  383  542  159  440

その他の固定負債  6,073  2,728  △3,345  5,239

固定負債合計  194,912  175,373  △19,539  193,428

負債合計  510,199  494,886  △15,313  512,425

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金  76,940  76,940  －  76,940

資本剰余金  46,744  46,744  －  46,744

利益剰余金  △23,638  △35,920  △12,282  △22,375

自己株式  △311  △341  △30  △320

株主資本合計  99,734  87,422  △12,312  100,989

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  15,419  9,032  △6,387  14,377

繰延ヘッジ損益  △401  △382  19  △368

為替換算調整勘定  △4,861  △5,576  △715  △5,595

評価・換算差額等合計  10,156  3,074  △7,082  8,412

Ⅲ 新株予約権  32  79  47  32

Ⅳ 少数株主持分  6,291  6,423  132  6,538

純資産合計  116,214  96,999  △19,215  115,973

負債、純資産合計  626,414  591,885  △34,529  628,398
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（２）四半期連結損益計算書 

  

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 売上高  476,432  487,287  10,855  718,767

Ⅱ 売上原価  372,976  376,341  3,365  560,817

売上総利益  103,456  110,946  7,490  157,949

Ⅲ 販売費及び一般管理費  116,297  114,090  △2,207  163,359

営業利益  △12,841  △3,144  9,697  △5,410

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  481  406  △75  656

受取配当金  765  824  59  843

雑収入  622  621  △1  912

計  1,869  1,851  △18  2,412

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  5,037  5,151  114  6,820

雑支出  1,958  2,543  585  2,944

計  6,995  7,694  699  9,764

経常利益  △17,967  △8,987  8,980  △12,762

Ⅵ 特別利益  

固定資産売却益  232  330  98  258

投資有価証券売却益  335  206  △129  3,362

過年度特許料戻入益  －  401  401  －

計  567  938  371  3,621

Ⅶ 特別損失  

固定資産処分損  832  891  59  1,044

投資有価証券等評価損  374  －  △374  2,130

貸倒引当金繰入額  316  218  △98  670

特別退職金  535  773  238  884

事業構造変革費用  －  －  －  2,335

計  2,059  1,883  △176  7,065

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △19,459  △9,931  9,528  △16,206

法人税、住民税及び事業税  955  1,372  417  2,152

法人税等調整額  17,902  2,171  △15,731  17,813

少数株主利益  42  69  27  274

四半期（当期）純利益  △38,360  △13,545  24,815  △36,446
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

  

  

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高  76,940  46,744  △22,375  △320  100,989

当第３四半期中の変動額  

四半期純損失  △13,545   △13,545

自己株式の取得  △21  △21

株主資本以外の項目の当第３

四半期中の変動額（純額） 
 

当第３四半期中の変動額合計  －  －  △13,545  △21  △13,566

平成19年12月31日残高  76,940  46,744  △35,920  △341  87,422

  

評価・換算差額等 

新株予約
権 

少数株主
持分 

純資産合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高  14,377  △368  △5,595  8,412  32  6,538  115,973

当第３四半期中の変動額                                          

四半期純損失                                      △13,545

自己株式の取得                                      △21

株主資本以外の項目の当第３

四半期中の変動額（純額） 
 △5,344  △13  19  △5,338  46  △115  △5,407

当第３四半期中の変動額合計  △5,344  △13  19  △5,338  46  △115  △18,973

平成19年12月31日残高  9,032  △382  △5,576  3,074  79  6,423  96,999
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △19,459  △9,931  9,528  △16,206

減価償却費  25,606  25,353  △253  34,957

引当金の増加額  2,835  1,691  △1,144  2,024

受取利息及び受取配当金  △1,246  △1,230  16  △1,500

支払利息  5,037  5,151  114  6,820

投資有価証券等評価損  374  －  △374  2,130

投資有価証券売却益  △335  △206  129  △3,362

固定資産処分損  832  891  59  1,044

固定資産売却益  △232  △330  △98  △258

売上債権の減少額（△増加

額） 
 30,027  38,714  8,687  △7,379

たな卸資産の減少額（△増

加額） 
 △38,865  △26,893  11,972  2,686

仕入債務の減少額  △7,539  △18,745  △11,206  △95

未払費用の増加額（△減少

額） 
 △8,855  △10,768  △1,913  2,340

その他  3,383  11,379  7,996  △304

小計  △8,437  15,076  23,513  22,898

利息及び配当金の受取額  1,305  1,280  △25  1,554

利息の支払額  △4,883  △5,168  △285  △6,993

法人税等の支払額  △1,612  △2,359  △747  △1,353

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △13,627  8,828  22,455  16,105

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

有形固定資産の取得による

支出 
 △19,371  △19,615  △244  △26,729

有形固定資産の売却による

収入 
 281  1,227  946  646

無形固定資産の取得による

支出 
 △4,197  △2,611  1,586  △7,152

投資有価証券の取得による

支出 
 △453  △785  △332  △1,831

投資有価証券の売却による

収入 
 1,035  1,509  474  4,833

事業の譲受けによる支出  △455  －  455  △455

その他  △4,445  △1,305  3,140  △4,211

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △27,606  △21,581  6,025  △34,900

（Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッ

シュ・フロー） 
( )△41,234 ( )△12,752 ( )28,482 ( )△18,795
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  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年４月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年４月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
                       

短期借入金の純増加額  11,287  17,703  6,416  8,765

コマーシャル・ペーパーの

純増加額 
 21,000  －  △21,000  7,000

長期借入れによる収入  31,737  28,294  △3,443  39,648

長期借入金の返済による支

出 
 △28,584  △28,271  313  △36,826

社債の発行による収入  29,988  －  △29,988  29,988

社債の償還による支出  △20,000  △9,500  10,500  △20,000

配当金の支払額  △1,815  －  1,815  △1,817

その他  689  △810  △1,499  1,371

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 44,303  7,415  △36,888  28,130

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 960  △63  △1,023  947

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
 4,030  △5,400  △9,430  10,283

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 38,419  49,800  11,381  38,419

Ⅶ 連結子会社の増加に伴う現

金及び現金同等物の増加額 
 1,090  1,316  226  1,090

Ⅷ 連結子会社の減少に伴う現

金及び現金同等物の減少額 
 －  △158  △158  －

Ⅸ 連結子会社による非連結子

会社の合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額 

 7  －  △7  7

Ⅹ 現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高 
 43,547  45,557  2,010  49,800
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（５）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  

  

２．所在地別セグメント情報 

  

  

前年第３四半期（自 平成18年４月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  215,775  106,957  129,947  23,752  476,432  －  476,432

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,662  1,723  3,531  20,699  28,617 ( )28,617  －

計  218,438  108,681  133,478  44,452  505,050 ( )28,617  476,432

営業費用  224,388  108,902  134,371  42,508  510,171 ( )20,897  489,273

営業利益  △5,949  △221  △893  1,943  △5,120 ( )7,720  △12,841

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  223,253  102,888  134,159  26,985  487,287  －  487,287

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,945  2,331  3,606  23,675  31,558 ( )31,558  －

計  225,198  105,220  137,765  50,661  518,846 ( )31,558  487,287

営業費用  230,572  105,690  130,979  47,937  515,180 ( )24,748  490,432

営業利益  △5,373  △470  6,786  2,723  3,665 ( )6,809  △3,144

前年第３四半期（自 平成18年４月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  324,598  48,990  69,618  33,226  476,432  －  476,432

(2）セグメント間の内部売上高  97,027  463  1,555  76,267  175,314 ( )175,314  －

計  421,626  49,453  71,173  109,493  651,747 ( )175,314  476,432

営業費用  425,135  49,539  72,797  108,865  656,336 ( )167,063  489,273

営業利益  △3,509  △85  △1,623  628  △4,589 ( )8,251  △12,841

当第３四半期（自 平成19年４月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  336,753  44,544  73,458  32,531  487,287  －  487,287

(2）セグメント間の内部売上高  88,725  241  1,626  81,016  171,610 ( )171,610  －

計  425,478  44,786  75,085  113,548  658,898 ( )171,610  487,287

営業費用  424,966  44,317  74,705  112,535  656,525 ( )166,092  490,432

営業利益  512  468  379  1,012  2,373 ( )5,517  △3,144
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＜ご参考＞ 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第３四半期 

(自平成18年10月
至平成18年12月)

当第３四半期 

(自平成19年10月
至平成19年12月)

対前年第３四半期 
比較増減 

Ⅰ 売上高  163,632  159,652  △3,980

Ⅱ 売上原価  127,216  118,778  △8,438

売上総利益  36,415  40,874  4,459

Ⅲ 販売費及び一般管理費  37,610  36,947  △663

営業利益  △1,195  3,926  5,121

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  157  135  △22

受取配当金  117  156  39

為替差益  215  －  △215

雑収入  208  95  △113

計  699  387  △312

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  1,710  1,712  2

雑支出  708  567  △141

計  2,418  2,280  △138

経常利益  △2,914  2,033  4,947

Ⅵ 特別利益  141  7  △134

Ⅶ 特別損失  681  429  △252

税金等調整前四半期純利益  △3,454  1,612  5,066

法人税、住民税及び事業税  213  509  296

法人税等調整額  24,918  2,199  △22,719

少数株主利益  2  △32  △34

四半期純利益  △28,589  △1,062  27,527
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＜ご参考＞ 

（２）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  

  

２．所在地別セグメント情報 

  

前年第３四半期（自 平成18年10月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  73,292  35,303  47,513  7,523  163,632  －  163,632

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,476  207  1,307  7,081  10,072 ( )10,072  －

計  74,768  35,511  48,821  14,604  173,705 ( )10,072  163,632

営業費用  74,769  35,848  47,665  13,929  172,213 ( )7,385  164,827

営業利益  △1  △337  1,156  675  1,491 ( )2,687  △1,195

当第３四半期（自 平成19年10月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  
情報通信
システム 

半導体 プリンタ その他 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  69,353  34,482  46,919  8,897  159,652  －  159,652

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 534  806  1,278  7,929  10,549 ( )10,549  －

計  69,887  35,288  48,198  16,826  170,201 ( )10,549  159,652

営業費用  69,553  35,577  43,247  15,629  164,007 ( )8,282  155,725

営業利益  334  △289  4,950  1,197  6,193 ( )2,267  3,926

前年第３四半期（自 平成18年10月 至 平成18年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  110,201  15,884  26,394  11,151  163,632  －  163,632

(2）セグメント間の内部売上高  31,386  220  501  27,044  59,152 ( )59,152  －

計  141,588  16,104  26,895  38,196  222,785 ( )59,152  163,632

営業費用  140,762  15,581  26,722  37,791  220,857 ( )56,029  164,827

営業利益  825  523  173  404  1,927 ( )3,123  △1,195

当第３四半期（自 平成19年10月 至 平成19年12月） （単位：百万円）

  日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  106,744  15,216  26,541  11,150  159,652  －  159,652

(2）セグメント間の内部売上高  31,969  58  394  26,919  59,341 ( )59,341  －

計  138,713  15,274  26,936  38,070  218,994 ( )59,341  159,652

営業費用  133,680  15,378  26,363  37,588  213,010 ( )57,285  155,725

営業利益  5,032  △103  573  481  5,983 ( )2,056  3,926
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