
 

 

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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【所在地別セグメント情報】 

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) 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
欧州 

(百万円)
アジア他
(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 

248,410 116,049 138,248 30,262 532,971 ― 532,971

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

158,389 1,465 1,267 106,259 267,382 (267,382) ―

計 406,800 117,514 139,516 136,522 800,353 (267,382) 532,971

営業費用 350,251 119,462 139,473 133,283 742,470 (258,170) 484,300

営業利益(△営業損失) 56,548 △1,947 43 3,238 57,883 (9,212) 48,670

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………米国、カナダ 

(2) 欧州…………ドイツ、フランス、イギリス 

(3) アジア他……オーストラリア、中国、シンガポール 

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。 

 

【海外売上高】 

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) 

 北  米 欧  州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 119,636 152,120 119,786 391,542 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 532,971 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

22.5 28.5 22.5 73.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………米国、カナダ 

(2) 欧州…………ドイツ、フランス、イギリス 

(3) アジア他……オーストラリア、中国、シンガポール 

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。 
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(６) 株主資本の金額に著しい変化があった場合の注記 

(単位：百万円) 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高  37,519   204,140 176,684 △ 1,340 417,003

当第2四半期連結会計期間末までの変動額      

 剰余金の配当     △ 3,979  △ 3,979

 四半期純利益     29,279  29,279

 連結範囲の異動 ※1     96   96

 在外子会社の会計処理に関する当面の
取扱いの適用 ※2 

    5,210  5,210

 自己株式の取得     △ 471 △ 471

 自己株式の処分     △ 1 93 93

当第2四半期連結会計期間末までの変動額
合計 

    ―     ― 30,606 △ 377 30,228

当第2四半期連結会計期間末残高      37,519    204,140 207,290 △ 1,718 447,231

※１ 新規連結により利益剰余金が96百万円増加しております。 

※２  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平

成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な処

理を行っております。これにより利益剰余金が5,210百万円増加しております。 

 

(７) その他の注記 

  (四半期連結貸借対照表関係) 

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 
(平成20年３月31日) 

有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

   415,666百万円
 

有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

 413,324百万円
 

たな卸資産内訳 

商品及び製品                 86,676百万円

仕掛品                       23,088  〃 

原材料及び貯蔵品               26,461 〃 

たな卸資産内訳 

商品及び製品                    84,286百万円

仕掛品                          23,120  〃  

原材料及び貯蔵品                25,530  〃  

 

(四半期連結損益計算書関係)  

 
 

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) 

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は下記のとおりであります。 

 

販売諸費 6,750 百万円

運送保管料 11,092 〃 

広告宣伝費 10,256 〃 

給料賃金 42,666 〃 

賞与引当金繰入額 5,734 〃 

研究開発費 41,908 〃 

減価償却費 7,969 〃 

退職給付費用 2,793 〃 

貸倒引当金繰入額 498 〃 
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