
５【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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 88,278 89,218

受取手形及び売掛金 226,132 234,862

リース債権及びリース投資資産 15,023 －

有価証券 17,000 33,000

たな卸資産 136,225 132,936

繰延税金資産 37,351 37,086

未収入金 9,744 14,284

その他 24,802 21,330

貸倒引当金 △5,628 △5,608

流動資産合計 548,930 557,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 74,226 71,815

機械装置及び運搬具（純額） 83,577 86,088

工具、器具及び備品（純額） 27,392 26,846

土地 35,698 35,961

リース資産（純額） 113 －

建設仮勘定 6,024 5,201

貸与資産（純額） 12,755 20,076

有形固定資産合計 239,788 245,989

無形固定資産   

のれん 83,850 75,809

その他 29,196 18,038

無形固定資産合計 113,046 93,848

投資その他の資産   

投資有価証券 25,666 28,651

長期貸付金 519 430

長期前払費用 3,038 3,589

繰延税金資産 30,394 28,604

その他 12,928 12,743

貸倒引当金 △457 △430

投資その他の資産合計 72,090 73,589

固定資産合計 424,925 413,427

資産合計 973,855 970,538
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（単位：百万円）

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 110,009 109,413

短期借入金 82,057 93,875

1年内返済予定の長期借入金 11,353 6,363

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払金 46,199 54,286

未払費用 30,518 33,355

未払法人税等 17,583 16,449

賞与引当金 14,703 15,121

役員賞与引当金 122 257

製品保証引当金 2,177 4,342

事業整理損失引当金 9,517 11,727

設備関係支払手形 2,899 2,070

その他 16,886 13,307

流動負債合計 344,027 365,570

固定負債   

社債 70,116 70,166

長期借入金 41,797 50,620

再評価に係る繰延税金負債 3,961 4,010

退職給付引当金 57,220 53,367

役員退職慰労引当金 473 544

その他 8,463 7,946

固定負債合計 182,032 186,656

負債合計 526,060 552,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,519 37,519

資本剰余金 204,140 204,140

利益剰余金 207,290 176,684

自己株式 △1,718 △1,340

株主資本合計 447,231 417,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,154 2,913

繰延ヘッジ損益 △203 △319

為替換算調整勘定 △2,465 △2,431

評価・換算差額等合計 △515 162

新株予約権 367 286

少数株主持分 710 858

純資産合計 447,794 418,310

負債純資産合計 973,855 970,538
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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）

当 第 ２ 四 半 期 
連 結 累 計 期 間 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

売上高 532,971

売上原価 289,743

売上総利益 243,227

販売費及び一般管理費 194,557

営業利益 48,670

営業外収益  

受取利息 1,149

受取配当金 359

持分法による投資利益 53

その他 4,154

営業外収益合計 5,717

営業外費用  

支払利息 2,881

為替差損 647

その他 2,982

営業外費用合計 6,510

経常利益 47,877

特別利益  

固定資産売却益 103

投資有価証券売却益 6

関係会社株式売却益 2,803

事業譲渡益 3,063

事業整理損失引当金戻入額 385

その他 458

特別利益合計 6,820

特別損失  

固定資産除売却損 1,085

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 42

減損損失 254

事業構造改善費用 1,413

退職給付制度改定損 2,046

特別損失合計 4,842

税金等調整前四半期純利益 49,856

法人税等 20,572

少数株主利益 3

四半期純利益 29,279
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20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 49,856

減価償却費 33,931

減損損失 254

のれん償却額 4,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 127

受取利息及び受取配当金 △1,509

支払利息 2,881

固定資産除売却損益（△は益） 982

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 36

関係会社株式売却及び評価損益（△は益） △2,803

事業譲渡損益（△は益） △3,063

事業整理損失引当金戻入額 △385

事業構造改善費用 1,413

退職給付制度改定損 2,046

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,783

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △2,210

売上債権の増減額（△は増加） 12,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △688

仕入債務の増減額（△は減少） △4,303

未払消費税等の増減額（△は減少） △61

リース資産減損勘定の取崩額 △106

貸与資産振替による減少額 △3,314

その他 △8,820

小計 84,956

利息及び配当金の受取額 1,558

利息の支払額 △2,499

特別退職金の支払額 △105

法人税等の支払額 △19,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,986
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

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 △34,058

有形固定資産の売却による収入 1,193

無形固定資産の取得による支出 △3,422

事業譲渡による収入 4,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

3,177

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△23,954

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 74

投資有価証券の取得による支出 △152

投資有価証券の売却による収入 8

その他の投資による支出 △737

その他 107

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,182

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） △10,734

長期借入れによる収入 375

長期借入金の返済による支出 △4,182

社債の償還による支出 △5,000

リース債務の返済による支出 △1,364

自己株式の売却による収入 92

自己株式の取得による支出 △471

配当金の支払額 △3,972

少数株主への配当金の支払額 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,451

現金及び現金同等物の期首残高 122,187

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

498

現金及び現金同等物の四半期末残高 105,234
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(４) 継続企業の前提に関する注記 

   当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

    該当事項はありません。 

 

(５) セグメント情報 

 
【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間   (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
情報機器
事業 

(百万円) 

オプト
事業 

(百万円)

メディカ
ル＆グラ
フィック
事業 

(百万円)

計測機器
事業 

(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計 
 

(百万円) 

消去又は
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 

343,782  109,440 66,234 4,926 8,588 532,971 ― 532,971 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2,267 539 1,052 323 31,144 35,327 (35,327) ― 

計 346,050 109,979 67,286 5,249 39,732 568,298 (35,327) 532,971 

営業費用 313,730 91,017 64,429 4,734 38,088 512,000 (27,699) 484,300 

営業利益 32,319 18,962 2,856 514 1,643 56,298 (7,627) 48,670 

(注) １ 事業区分の方法：製品の種類・販売市場の類似性、事業及び事業管理の実態に基づき、情報機器事業、 

オプト事業、メディカル＆グラフィック事業、計測機器事業及びその他事業の５つ 

のセグメントに区分しております。 

２ 各事業に属する主要製品の名称 

事業区分 主要製品 

情報機器事業 MFP、プリンタ 他 

オプト事業 光学デバイス、電子材料 他 

メディカル＆グラフィック事業 医療、印刷用製品 他 

計測機器事業 産業用、医用計測機器 他 

その他事業 上記製品群に含まれないもの 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は15,889百万円であり、その主

なものは、純粋持株会社の基礎的研究費及び本社機能に係る費用であります。 
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