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（訂正）「平成20年３月期 第１四半期財務・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19年７月27日付「平成20年３月期 第１四半期財務・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。 
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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30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４月27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１四半期財務・業績の概況 

      平成19年７月27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１四半期  145,374  11.6  △4,011  －  △4,641  －  △7,269  －

19年３月期第１四半期  130,242  △4.4  △9,346  －  △10,894  －  △7,851  －

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１四半期  △10.64  －

19年３月期第１四半期  △12.84  －

 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１四半期  606,531  98,998  15.3  135.48

19年３月期第１四半期  623,971  118,339  18.0  183.33

 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１四半期  4,697  △6,647  △8,383  41,425

19年３月期第１四半期  △6,665  △5,562  26,732  53,779

 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、当社およ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、当第１四半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。 

  

（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 
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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 当期の概況 

 当四半期の国内景気は、企業の収益や設備投資が改善するなど、全般的に回復傾向を示しています。しかし一方

では、原油価格の高騰や米国での景気の減速傾向などの懸念材料も見られ、国内景気への影響については予断を許

さない状況にあります。 

 当社グループの事業領域におきましては、郵政公社向け売上の増加や為替の影響により、当四半期の連結売上高

は前年同期比11.6％増の1,454億円となりました。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93億円から53億円良化し40億円となりました。連結経常損失は、前年同期の109億円から63億円良化し46億円、

連結四半期純損失は前年同期の79億円から６億円良化し73億円となりました。 

  

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】 

 金融システム事業においては、郵政公社向け売上の増加に加え、中国向けＡＴＭが拡大基調にありました。通信

市場向け事業では、各キャリアの固定網系設備への投資減少が継続している一方、企業向けのＩＰベースのビジネ

スホンは順調に拡大しています。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。 

 この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比22.8％増の623億円となりました。営業損失はコスト削減効果

により、前年同期の48億円から14億円良化し34億円となりました。 

  

【半導体セグメント】 

 半導体市場では、小型ドライバの売上減少に加え、ＰＨＳから携帯電話への移行の進む中国においてＰＨＳ用ベ

ースバンドＬＳＩの売上が減少しました。一方で、アミューズメント市場向けＰ２ＲＯＭは堅調に推移しておりま

す。 

 この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比6.4％減の310億円となりました。営業損失は、価格下落はある

ものの、コスト削減効果および為替影響により、前年同期並みの２億円となりました。 

  

【プリンタセグメント】 

 プリンタ事業においては、カラー・ノンインパクトプリンタ（ＮＩＰ）は国内売上が増加しました。海外向け

は、価格競争激化によりＮＩＰが減収となる一方、低価格複合機（ＭＦＰ）の市場投入により、全体では売上が増

加しました。また、ドットプリンタの売上が堅調でした。 

 これらの結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比12.3％増の428億円となりました。営業損益は、コスト削

減効果および為替影響により、前年同期の27億円の損失から36億円良化し９億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175億円減少の6,065億円となりました。自己資本は前年同期末に対して195億円減

少の926億円となり、その結果自己資本比率は15.3％となりました。  

 増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が119億円減少、受取手形及び売掛金が128億円増加しており、固

定資産では投資有価証券が77億円、繰延税金資産が197億円それぞれ減少、有形固定資産が114億円増加しておりま

す。 

 負債は19億円増加しております。主な増減は、有利子負債が前年同期末2,960億円に対して2,826億円と134億円

減少し、未払費用が52億円増加しております。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当四半期の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損益及び運転資金が改善したことなどにより、前

年同期の67億円の支出に対して114億円良化し、47億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、設備投資に伴う支払高の増加などにより、前年同期の56億円の支出に

対して10億円悪化し、66億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122

億円の支出に対し102億円良化し、20億円の支出となりました。 

 財務キャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、84億円の支出となりました。 

 現金及び現金同等物の四半期末残高は前年同期末538億円から124億円減少し、414億円となりました。 
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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４月27日に発表した業績予想を変更しておりません。 

  

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１四半期 
（平成18年６月） 

当第１四半期 
（平成19年６月） 

対前年第１四半期 
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  48,478  36,608  △11,870  45,995

受取手形及び売掛金  119,042  131,779  12,737  169,431

たな卸資産  189,333  190,850  1,517  167,308

繰延税金資産  3,695  －  △3,695  －

その他の流動資産  24,328  24,442  114  28,762

貸倒引当金  △1,815  △2,131  △316  △1,904

流動資産合計  383,062  381,548  △1,514  409,592

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物  41,240  50,731  9,491  42,228

機械装置及び運搬具  45,002  45,994  992  47,955

工具器具備品  21,555  21,781  226  22,914

土地  15,716  16,756  1,040  15,760

建設仮勘定  557  186  △371  837

有形固定資産合計  124,072  135,451  11,379  129,696

無形固定資産  15,561  16,763  1,202  17,593

投資その他の資産  

投資有価証券  61,092  53,435  △7,657  54,484

長期貸付金  5,338  1,726  △3,612  3,220

繰延税金資産  19,666  －  △19,666  －

その他の投資その他の資産  20,732  20,267  △465  20,955

貸倒引当金  △5,555  △2,661  2,894  △2,712

投資その他の資産合計  101,274  72,768  △28,506  75,947

固定資産合計  240,909  224,982  △15,927  223,237

資産合計  623,971  606,531  △17,440  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１四半期 
（平成18年６月） 

当年第１四半期 
（平成19年６月） 

対前年第１四半期 
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  88,157  87,609  △548  101,358

短期借入金  112,793  133,634  20,841  125,809

未払法人税等  425  1,051  626  1,749

未払費用  32,163  37,366  5,203  47,339

その他の流動負債  57,176  55,712  △1,464  57,223

流動負債合計  290,716  315,373  24,657  333,480

Ⅱ 固定負債  

社債  59,500  32,000  △27,500  32,000

長期借入金  103,664  105,486  1,822  110,530

退職給付引当金  43,999  47,006  3,007  45,218

役員退職慰労引当金  326  457  131  440

その他の固定負債  7,424  7,208  △216  5,239

固定負債合計  214,915  192,159  △22,756  193,428

負債合計  505,632  507,533  1,901  526,909

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金  67,882  76,940  9,058  76,940

資本剰余金  37,801  46,744  8,943  46,744

利益剰余金  △1,032  △38,881  △37,849  △31,612

自己株式  △284  △325  △41  △320

株主資本合計  104,367  84,477  △19,890  91,752

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  16,029  14,023  △2,006  14,377

繰延ヘッジ損益  △224  △294  △70  △368

為替換算調整勘定  △8,077  △5,652  2,425  △6,410

評価・換算差額等合計  7,728  8,077  349  7,597

Ⅲ 新株予約権  －  32  32  32

Ⅳ 少数株主持分  6,243  6,410  167  6,538

純資産合計  118,339  98,998  △19,341  105,921

負債、純資産合計  623,971  606,531  △17,440  632,830

－ 5 －

沖電気工業（株）　６７０３　平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況



（２）四半期連結損益計算書 

  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 売上高  130,242  145,374  15,132  716,967

Ⅱ 売上原価  102,447  112,700  10,253  560,190

売上総利益  27,794  32,674  4,880  156,777

Ⅲ 販売費及び一般管理費  37,141  36,685  △456  163,359

営業利益  △9,346  △4,011  5,335  △6,582

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  134  110  △24  656

受取配当金  512  513  1  843

為替差益  －  700  700  －

雑収入  190  190  △0  912

計  836  1,515  679  2,412

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  1,608  1,689  81  6,820

為替差損  346  －  △346  －

雑支出  430  456  26  2,944

計  2,385  2,145  △240  9,764

経常利益  △10,894  △4,641  6,253  △13,934

Ⅵ 特別利益  

固定資産売却益  157  －  △157  258

投資有価証券等売却益  149  －  △149  3,362

付加価値税修正益  －  25  25  －

計  307  25  △282  3,621

Ⅶ 特別損失  

固定資産処分損  165  247  82  1,044

投資有価証券等評価損  －  －  －  2,130

貸倒引当金繰入額  －  －  －  670

特別退職金  184  128  △56  884

事業構造変革費用  －  －  －  2,335

付加価値税修正損  105  －  △105  156

計  456  376  △80  7,222

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △11,044  △4,992  6,052  △17,534

法人税、住民税及び事業税  139  200  61  2,152

法人税等調整額  △3,281  2,123  5,404  17,813

少数株主利益  △50  △47  3  274

四半期（当期）純利益  △7,851  △7,269  582  △37,775
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

  

  

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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１四半期中の変動額  

四半期純損失  △7,269   △7,269

自己株式の取得  △5  △5

株主資本以外の項目の当第１

四半期中の変動額（純額） 
 

当第１四半期中の変動額合計  －  －  △7,269  △5  △7,274

平成19年６月30日残高  76,940  46,744  △38,881  △325  84,477

  

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１四半期中の変動額   

四半期純損失    △7,269

自己株式の取得    △5

株主資本以外の項目の当第１

四半期中の変動額（純額） 
 △353  74  758  479   △127  351

当第１四半期中の変動額合計  △353  74  758  479  －  △127  △6,923

平成19年６月30日残高  14,023  △294  △5,652  8,077  32  6,410  98,998

－ 7 －
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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１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
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 
 △11,044  △4,992  6,052  △17,534

減価償却費  7,864  8,439  575  34,957

引当金の増加額  1,290  202  △1,088  2,024

受取利息及び受取配当金  △646  △624  22  △1,500

支払利息  1,608  1,689  81  6,820

投資有価証券等評価損  －  －  －  2,130

投資有価証券等売却益  △149  －  149  △3,362

固定資産処分損  165  247  82  1,044

固定資産売却益  △157  －  157  △258

売上債権の減少額（△増加

額） 
 38,614  43,831  5,217  △6,461

たな卸資産の減少額（△増

加額） 
 △21,845  △21,321  524  3,299

仕入債務の減少額  △10,848  △15,701  △4,853  △95

未払費用の増加額（△減少

額） 
 △12,376  △12,336  40  2,340

その他  2,786  6,850  4,064  △506

小計  △4,737  6,285  11,022  22,898

利息及び配当金の受取額  678  647  △31  1,554

利息の支払額  △1,488  △1,371  117  △6,993

法人税等の支払額  △1,118  △864  254  △1,353

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △6,665  4,697  11,362  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 
 △4,748  △6,359  △1,611  △26,729

有形固定資産の売却による

収入 
 386  －  △386  646

無形固定資産の取得による

支出 
 △964  △689  275  △7,152

投資有価証券の取得による

支出 
 △296  －  296  △1,831

投資有価証券の売却による

収入 
 831  1,001  170  4,833

事業の譲受けによる支出  －  △89  △89  △455

その他  △770  △511  259  △4,211

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △5,562  △6,647  △1,085  △34,900

（Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッ

シュ・フロー） 
( )△12,228 ( )△1,950 ( )10,278 ( )△18,795

－ 8 －
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  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
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（△

純減少額） 
 △2,107  △7  2,100  8,765

コマーシャル・ペーパーの 

純増加額（△純減少額） 
 －  △5,000  △5,000  7,000

長期借入れによる収入  4,313  1,202  △3,111  39,648

長期借入金の返済による支

出 
 △4,476  △4,516  △40  △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

配当金の支払額  △1,835  －  1,835  △1,817

その他  849  △62  △911  1,371

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 26,732  △8,383  △35,115  28,130

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 39  642  603  947

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
 14,544  △9,691  △24,235  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 
 808  1,316  508  1,090

Ⅷ 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

Ⅸ 現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高 
 53,779  41,425  △12,354  49,800

－ 9 －
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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 

  

  

以 上

前年第１四半期（自 平成18年４月 至 平成18年６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  50,697  33,167  38,117  8,260  130,242  －  130,242

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 438  689  1,190  5,482  7,800 ( )7,800  －

計  51,136  33,856  39,307  13,742  138,042 ( )7,800  130,242

営業費用  55,925  34,111  41,965  13,117  145,120 ( )5,531  139,588

営業利益  △4,789  △255  △2,658  624  △7,077 ( )2,268  △9,346

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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  62,277  31,031  42,809  9,257  145,374  －  145,374

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 405  746  1,009  6,662  8,823 ( )8,823  －

計  62,682  31,778  43,818  15,919  154,198 ( )8,823  145,374

営業費用  66,089  31,986  42,945  15,036  156,059 ( )6,673  149,385

営業利益  △3,407  △208  872  882  △1,860 ( )2,150  △4,011

前年第１四半期（自 平成18年４月 至 平成18年６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  83,193  16,081  20,283  10,683  130,242  －  130,242

(2）セグメント間の内部売上高  32,711  139  512  22,039  55,402 ( )55,402  －

計  115,904  16,221  20,795  32,722  185,644 ( )55,402  130,242

営業費用  119,720  16,444  23,742  32,380  192,288 ( )52,700  139,588

営業利益  △3,815  △223  △2,947  341  △6,644 ( )2,702  △9,346

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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  98,664  13,494  23,546  9,669  145,374  －  145,374

(2）セグメント間の内部売上高  26,533  97  582  26,364  53,577 ( )53,577  －

計  125,197  13,592  24,128  36,034  198,952 ( )53,577  145,374

営業費用  128,245  13,699  24,681  35,804  202,430 ( )53,044  149,385

営業利益  △3,047  △106  △553  229  △3,478 ( )532  △4,011

－ 10 －
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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30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４月27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１四半期財務・業績の概況 

      平成19年７月27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１四半期  143,540  10.1  △4,730  －  △5,361  －  △8,014  －

19年３月期第１四半期  130,403  △4.3  △8,960  －  △10,509  －  △7,359  －

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１四半期  △11.73  －

19年３月期第１四半期  △12.04  －

 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１四半期  598,353  108,811  17.1  149.84

19年３月期第１四半期  617,655  127,022  19.6  197.53

 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１四半期  5,540  △6,647  △8,383  42,295

19年３月期第１四半期  △6,645  △5,562  26,732  53,800

 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）

－ 1 －



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、当社およ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、当第１四半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。 

  

（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 

－ 2 －
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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 当期の概況 

 当四半期の国内景気は、企業の収益や設備投資が改善するなど、全般的に回復傾向を示しています。しかし一方

では、原油価格の高騰や米国での景気の減速傾向などの懸念材料も見られ、国内景気への影響については予断を許

さない状況にあります。 

 当社グループの事業領域におきましては、郵政公社向け売上の増加や為替の影響により、当四半期の連結売上高

は前年同期比10.1％増の1,435億円となりました。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90億円から43億円良化し47億円となりました。連結経常損失は、前年同期の105億円から51億円良化し54億円、

連結四半期純損失は前年同期の74億円から６億円悪化し80億円となりました。 

  

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】 

 金融システム事業においては、郵政公社向け売上の増加に加え、中国向けＡＴＭが拡大基調にありました。通信

市場向け事業では、各キャリアの固定網系設備への投資減少が継続している一方、企業向けのＩＰベースのビジネ

スホンは順調に拡大しています。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。 

 この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比22.8％増の623億円となりました。営業損失はコスト削減効果

により、前年同期の48億円から14億円良化し34億円となりました。 

  

【半導体セグメント】 

 半導体市場では、小型ドライバの売上減少に加え、ＰＨＳから携帯電話への移行の進む中国においてＰＨＳ用ベ

ースバンドＬＳＩの売上が減少しました。一方で、アミューズメント市場向けＰ２ＲＯＭは堅調に推移しておりま

す。 

 この結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比6.4％減の310億円となりました。営業損失は、価格下落はある

ものの、コスト削減効果および為替影響により、前年同期並みの２億円となりました。 

  

【プリンタセグメント】 

 プリンタ事業においては、カラー・ノンインパクトプリンタ（ＮＩＰ）は国内売上が増加しました。海外向け

は、価格競争激化によりＮＩＰが減収となる一方、低価格複合機（ＭＦＰ）の市場投入により、全体では売上が増

加しました。また、ドットプリンタの売上が堅調でした。 

 これらの結果、外部顧客向け連結売上高は前年同期比7.0％増の410億円となりました。営業損益は、コスト削減

効果および為替影響により、前年同期の23億円の損失から25億円良化し２億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193億円減少の5,984億円となりました。自己資本は前年同期末に対して184億円減

少の1,024億円となり、その結果自己資本比率は17.1％となりました。  

 増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が110億円減少、受取手形及び売掛金が94億円増加しており、固

定資産では投資有価証券が77億円、繰延税金資産が187億円それぞれ減少、有形固定資産が114億円増加しておりま

す。 

 負債は11億円減少しております。主な増減は、有利子負債が前年同期末2,960億円に対して2,826億円と134億円

減少し、未払費用が52億円増加しております。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当四半期の営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損益及び運転資金が改善したことなどにより、前

年同期の66億円の支出に対して121億円良化し、55億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、設備投資に伴う支払高の増加などにより、前年同期の56億円の支出に

対して10億円悪化し、66億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122

億円の支出に対し111億円良化し、11億円の支出となりました。 

 財務キャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、84億円の支出となりました。 

 現金及び現金同等物の四半期末残高は前年同期末538億円から115億円減少し、423億円となりました。 

  

－ 3 －
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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４月27日に発表した業績予想を変更しておりません。 

  

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１四半期 
（平成18年６月） 

当第１四半期 
（平成19年６月） 

対前年第１四半期 
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  48,498  37,477  △11,021  45,995

受取手形及び売掛金  112,901  122,340  9,439  164,794

たな卸資産  189,138  191,241  2,103  167,513

繰延税金資産  3,695  －  △3,695  －

その他の流動資産  24,328  24,442  114  28,762

貸倒引当金  △1,815  △2,131  △316  △1,904

流動資産合計  376,746  373,370  △3,376  405,161

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物  41,240  50,731  9,491  42,228

機械装置及び運搬具  45,002  45,994  992  47,955

工具器具備品  21,555  21,781  226  22,914

土地  15,716  16,756  1,040  15,760

建設仮勘定  557  186  △371  837

有形固定資産合計  124,072  135,451  11,379  129,696

無形固定資産  15,561  16,763  1,202  17,593

投資その他の資産  

投資有価証券  61,092  53,435  △7,657  54,484

長期貸付金  5,338  1,726  △3,612  3,220

繰延税金資産  19,666  －  △19,666  －

その他の投資その他の資産  20,732  20,267  △465  20,955

貸倒引当金  △5,555  △2,661  2,894  △2,712

投資その他の資産合計  101,274  72,768  △28,506  75,947

固定資産合計  240,909  224,982  △15,927  223,237

資産合計  617,655  598,353  △19,302  628,398

－ 4 －
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負債、純資産の部 （単位：百万円）

期別 
科目 

前年第１四半期 
（平成18年６月） 

当年第１四半期 
（平成19年６月） 

対前年第１四半期 
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  88,157  87,609  △548  101,358

短期借入金  112,793  133,634  20,841  125,809

未払法人税等  425  1,051  626  1,749

未払費用  32,163  37,366  5,203  47,339

その他の流動負債  42,176  37,721  △4,455  42,739

流動負債合計  275,717  297,382  21,665  318,996

Ⅱ 固定負債  

社債  59,500  32,000  △27,500  32,000

長期借入金  103,664  105,486  1,822  110,530

退職給付引当金  43,999  47,006  3,007  45,218

役員退職慰労引当金  326  457  131  440

その他の固定負債  7,424  7,208  △216  5,239

固定負債合計  214,915  192,159  △22,756  193,428

負債合計  490,633  489,542  △1,091  512,425

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金  67,882  76,940  9,058  76,940

資本剰余金  37,801  46,744  8,943  46,744

利益剰余金  7,367  △30,389  △37,756  △22,375

自己株式  △284  △325  △41  △320

株主資本合計  112,767  92,969  △19,798  100,989

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  16,029  14,023  △2,006  14,377

繰延ヘッジ損益  △224  △294  △70  △368

為替換算調整勘定  △7,793  △4,330  3,463  △5,595

評価・換算差額等合計  8,011  9,398  1,387  8,412

Ⅲ 新株予約権  －  32  32  32

Ⅳ 少数株主持分  6,243  6,410  167  6,538

純資産合計  127,022  108,811  △18,211  115,973

負債、純資産合計  617,655  598,353  △19,302  628,398

－ 5 －
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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１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
比較増減 

前期 

(自平成18年４月
至平成19年３月)

Ⅰ 売上高  130,403  143,540  13,137  718,767

Ⅱ 売上原価  102,222  111,585  9,363  560,817

売上総利益  28,180  31,955  3,775  157,949

Ⅲ 販売費及び一般管理費  37,141  36,685  △456  163,359

営業利益  △8,960  △4,730  4,230  △5,410

Ⅳ 営業外収益  

受取利息  134  110  △24  656

受取配当金  512  513  1  843

為替差益  －  700  700  －

雑収入  190  190  △0  912

計  836  1,515  679  2,412

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  1,608  1,689  81  6,820

為替差損  346  －  △346  －

雑支出  430  456  26  2,944

計  2,385  2,145  △240  9,764

経常利益  △10,509  △5,361  5,148  △12,762

Ⅵ 特別利益  

固定資産売却益  157  －  △157  258

投資有価証券等売却益  149  －  △149  3,362

計  307  －  △307  3,621

Ⅶ 特別損失  

固定資産処分損  165  247  82  1,044

投資有価証券等評価損  －  －  －  2,130

貸倒引当金繰入額  －  －  －  670

特別退職金  184  128  △56  884

事業構造変革費用  －  －  －  2,335

計  350  376  26  7,065

税金等調整前四半期（当

期）純利益 
 △10,552  △5,737  4,815  △16,206

法人税、住民税及び事業税  139  200  61  2,152

法人税等調整額  △3,281  2,123  5,404  17,813

少数株主利益  △50  △47  3  274

四半期（当期）純利益  △7,359  △8,014  △655  △36,446

－ 6 －
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

  

  

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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１四半期中の変動額  

四半期純損失  △8,014   △8,014

自己株式の取得  △5  △5

株主資本以外の項目の当第１

四半期中の変動額（純額） 
 

当第１四半期中の変動額合計  －  －  △8,014  △5  △8,019

平成19年６月30日残高  76,940  46,744  △30,389  △325  92,969

  

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１四半期中の変動額   

四半期純損失    △8,014

自己株式の取得    △5

株主資本以外の項目の当第１

四半期中の変動額（純額） 
 △353  74  1,264  985   △127  858

当第１四半期中の変動額合計  △353  74  1,264  985  －  △127  △7,161

平成19年６月30日残高  14,023  △294  △4,330  9,398  32  6,410  108,811

－ 7 －
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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１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
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 
 △10,552  △5,737  4,815  △16,206

減価償却費  7,864  8,439  575  34,957

引当金の増加額  1,290  202  △1,088  2,024

受取利息及び受取配当金  △646  △624  22  △1,500

支払利息  1,608  1,689  81  6,820

投資有価証券等評価損  －  －  －  2,130

投資有価証券等売却益  △149  －  149  △3,362

固定資産処分損  165  247  82  1,044

固定資産売却益  △157  －  157  △258

売上債権の減少額（△増加

額） 
 39,826  48,250  8,424  △7,379

たな卸資産の減少額（△増

加額） 
 △22,029  △21,491  538  2,686

仕入債務の減少額  △10,848  △15,701  △4,853  △95

未払費用の増加額（△減少

額） 
 △12,376  △12,336  40  2,340

その他  1,287  4,189  2,902  △304

小計  △4,717  7,129  11,846  22,898

利息及び配当金の受取額  678  647  △31  1,554

利息の支払額  △1,488  △1,371  117  △6,993

法人税等の支払額  △1,118  △864  254  △1,353

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △6,645  5,540  12,185  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 
 △4,748  △6,359  △1,611  △26,729

有形固定資産の売却による

収入 
 386  －  △386  646

無形固定資産の取得による

支出 
 △964  △689  275  △7,152

投資有価証券の取得による

支出 
 △296  －  296  △1,831

投資有価証券の売却による

収入 
 831  1,001  170  4,833

事業の譲受けによる支出  －  △89  △89  △455

その他  △770  △511  259  △4,211

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △5,562  △6,647  △1,085  △34,900

（Ⅰ＋Ⅱ フリー・キャッ

シュ・フロー） 
( )△12,207 ( )△1,106 ( )11,101 ( )△18,795

－ 8 －
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  （単位：百万円）

期別 
  

科目 

前年第１四半期 

(自平成18年４月
至平成18年６月)

当第１四半期 

(自平成19年４月
至平成19年６月)

対前年第１四半期 
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（△

純減少額） 
 △2,107  △7  2,100  8,765

コマーシャル・ペーパーの 

純増加額（△純減少額） 
 －  △5,000  △5,000  7,000

長期借入れによる収入  4,313  1,202  △3,111  39,648

長期借入金の返済による支

出 
 △4,476  △4,516  △40  △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

配当金の支払額  △1,835  －  1,835  △1,817

その他  849  △62  △911  1,371

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 26,732  △8,383  △35,115  28,130

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 39  668  629  947

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
 14,564  △8,821  △23,385  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 
 808  1,316  508  1,090

Ⅷ 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

Ⅸ 現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高 
 53,800  42,295  △11,505  49,800

－ 9 －
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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 

  

  

以 上

前年第１四半期（自 平成18年４月 至 平成18年６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  50,697  33,167  38,278  8,260  130,403  －  130,403

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 438  689  1,190  5,482  7,800 ( )7,800  －

計  51,136  33,856  39,468  13,742  138,204 ( )7,800  130,403

営業費用  55,925  34,111  41,741  13,117  144,896 ( )5,531  139,364

営業利益  △4,789  △255  △2,272  624  △6,692 ( )2,268  △8,960

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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  62,277  31,031  40,974  9,257  143,540  －  143,540

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 405  746  1,009  6,662  8,823 ( )8,823  －

計  62,682  31,778  41,984  15,919  152,364 ( )8,823  143,540

営業費用  66,089  31,986  41,830  15,036  154,944 ( )6,673  148,271

営業利益  △3,407  △208  153  882  △2,579 ( )2,150  △4,730

前年第１四半期（自 平成18年４月 至 平成18年６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  83,193  16,081  20,444  10,683  130,403  －  130,403

(2）セグメント間の内部売上高  32,711  139  512  22,039  55,402 ( )55,402  －

計  115,904  16,221  20,957  32,722  185,805 ( )55,402  130,403

営業費用  119,720  16,444  23,518  32,380  192,064 ( )52,700  139,364

営業利益  △3,815  △223  △2,561  341  △6,258 ( )2,702  △8,960

当第１四半期（自 平成19年４月 至 平成19年６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  98,664  13,494  21,711  9,669  143,540  －  143,540

(2）セグメント間の内部売上高  26,533  97  582  26,364  53,577 ( )53,577  －

計  125,197  13,592  22,293  36,034  197,117 ( )53,577  143,540

営業費用  128,245  13,699  23,566  35,804  201,315 ( )53,044  148,271

営業利益  △3,047  △106  △1,272  229  △4,197 ( )532  △4,730

－ 10 －
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