
 該当事項はありません。 

   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
電機 

システム 
電子

デバイス 
リテイル
システム 

その他 計
消去又は 
全社 

連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 94,124  34,839  24,649  1,857  155,471  －  155,471

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 569  648  62  7,008  8,290  △8,290  －

計  94,693  35,488  24,712  8,866  163,761  △8,290  155,471

営業利益  △340  △1,112  △1,289  581  △2,160  △652  △2,813

  
電機 

システム 
電子

デバイス 
リテイル
システム 

その他 計
消去又は 
全社 

連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 271,307  87,685  81,512  6,129  446,634  －  446,634

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 2,825  1,121  167  23,401  27,515  △27,515  －

計  274,132  88,806  81,679  29,530  474,149  △27,515  446,634

営業利益  △5,023  △14,565  △3,645  1,664  △21,569  △1,745  △23,314

  日本 北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 計 消去又は 

全社 連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高                 

（1）外部顧客に対する 

売上高 
 137,507  2,288  2,153  3,263  10,258  155,471  －  155,471

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 12,215  180  73  11,620  2,407  26,497  △26,497  －

計  149,723  2,468  2,226  14,883  12,666  181,969  △26,497  155,471

営業利益  △3,272  18  74  79  639  △2,460  △352  △2,813

  日本 北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 計 消去又は 

全社 連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高                 

（1）外部顧客に対する 

売上高 
 401,293  5,763  5,865  7,771  25,941  446,634  －  446,634

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 32,434  515  146  23,611  6,070  62,778  △62,778  －

計  433,727  6,278  6,011  31,382  32,011  509,412  △62,778  446,634

営業利益  △22,292  △35  △23  △1,626  1,467  △22,509  △805  △23,314
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〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、基本的に、各中核事業会社が、取り扱う製品・サービスに係る国内及び海外の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、各中核事業会社をベースに、取り扱う製品・サービスの種類・性質の類似性等を

考慮したセグメントから構成されており、「エネルギーソリューション」、「環境ソリューション」、「半導

体」、「器具」、「自販機」及び「ディスク媒体」の６つを報告セグメントとしております。 

 なお、「エネルギーソリューション」、「環境ソリューション」、「半導体」及び「自販機」の各報告セグメン 

トについては、二以上の事業セグメントを集約して一つの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な製品及びサービスは次のとおりであります。 

  

  北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 その他 合計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 1,586  3,866  22,188  11,052  6,171  44,865

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
           155,471

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割

合（％） 

 1.0  2.5  14.3  7.1  4.0  28.9

  北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 その他 合計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 6,911  10,733  60,080  32,115  20,062  129,902

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
           446,634

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割

合（％） 

 1.5  2.4  13.5  7.2  4.5  29.1

報告セグメント 主な製品及びサービス 

エネルギーソリューション 

地熱発電設備、火力発電設備、水力発電設備、原子力関連機器、 

太陽光発電システム、系統・配電システム、計測システム、 

放射線管理システム、電力量計 

環境ソリューション 

駆動制御システム、計測システム、情報システム、計測・センサー、 

産業電源、施設用電機設備、電源システム、クリーンルーム設備、 

店舗・流通システム、水環境システム、鉄道車両・自動車用機器システム、 

交通向け電機設備、インバータ、モータ 

半導体 パワー半導体、感光体 

器具 電磁開閉器、低圧遮断器、漏電遮断器 

自販機 飲料・食品自販機、通貨機器 

ディスク媒体 アルミ媒体、ガラス媒体、アルミ基板 
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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 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気設備工事、空調・給排水工

事、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業、印刷・情報サービス及び知的財産権サービス等を含んで

おります。 

２．当第３四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失の調整額△2,417百万円には、各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,833百万円が、当第３四半期連結会計期間のセグメント利益又は損失の調整額

△865百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,071百万円が、それぞれ含まれておりま

す。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。 

３．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又は営業損失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）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

  
エネルギー
ソリューシ

ョン 

環境ソリュ
ーション 半導体 器具 自販機

ディスク
媒体 

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 
 39,331  169,372  61,500  44,770  59,980  30,325  51,203  456,483  －  456,483

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 
 731  6,955  1,056  3,202  445  0  26,602  38,994  △38,994  －

計  40,063  176,328  62,556  47,972  60,425  30,325  77,805  495,478  △38,994  456,483

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △1,507  △4,069  3,776  1,865  △1,943  △4,886  △94  △6,859  △2,417  △9,277

  
エネルギー
ソリューシ

ョン 

環境ソリュ
ーション 半導体 器具 自販機

ディスク
媒体 

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 
 16,218  59,454  20,233  15,440  20,501  10,482  16,662  158,993  －  158,993

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 
 175  1,857  349  1,023  132  －  9,789  13,327  △13,327  －

計  16,394  61,311  20,583  16,463  20,634  10,482  26,452  172,321  △13,327  158,993

セグメント利益 

又は損失（△） 
 1,224  392  1,942  900  453  △2,582  261  2,592  △865  1,727

（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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