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各  位 

平成 20 年８月 12 日 

会 社 名  フェニックス電機株式会社   
（URL http://www.phoenix-elec.co.jp）  

代表者名  代表取締役社長  田 原 廣 哉 
（コード番号 6927 東証 1 部・JASDAQ） 

 問合せ先 取締役管理本部長       
兼総務部長     川 坂 陽 一 

（TEL 079－264－5711） 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
 平成 20 年７月 31 日に公表した「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」記載内容の一部に訂正すべ

き事項がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所については下線を付しています。 
 
【訂正箇所】 
 １ページ 

4. その他 
（訂正前） 

中略 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
 ② ①以外の変更 ： 無 

 
 （訂正後） 

       中略 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
 ② ①以外の変更 ： 有 

      

 3 ページ 

４.その他 

（訂正前） 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

        中略 
 
（訂正後） 
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

中略 

        会計処理の原則及び手続の変更 
製品保証引当金 

  当社では、従来、製品の無償保証期間における修理・交換等に要する費用は、支出時の費用とし

て処理してまいりましたが、当第１四半期連結会計期間より、売上原価に対する当該費用の発生割

合に基づいて製品保証引当金を計上する方法に変更しております。  

  この変更は、製品販売時の収益と無償保証期間における修理等の費用の認識時点を対応させるこ

とにより期間損益計算の適正化に資すると判断したため実施いたしました。  

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益とも 2,784 千円減少しております。  
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  4 ページ 
5. 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 
（訂正前） 

（単位：千円）

   

 当第１四半期連結会計期間末
 (平成 20 年６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   
 （省略）  
   その他  276,085 397,792 
   流動資産合計  7,131,760 6,981,455 
  固定資産   
   有形固定資産   ※1   3,600,877  ※1   3,702,125 
   無形固定資産  34,941 29,768 
   投資その他の資産  179,889 181,625 
   固定資産合計  3,815,708 3,913,519 
  資産合計  10,947,468 10,894,975

 負債の部    
  流動負債    
   支払手形及び買掛金  490,509 465,866 
   1 年内返済予定の長期借入金  213,580 250,840 
   未払法人税等  51,000 13,665 
   賞与引当金  137,115 138,627 
   その他  325,016 265,432 
   流動負債合計  1,217,221 1,134,431 

 （省略） 
 （訂正後） 

（単位：千円）

  
 当第１四半期連結会計期間末

 (平成 20 年６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   
 （省略）  
   その他  279,140 401,202
   貸倒引当金 △3,055 △3,410
   流動資産合計  7,131,760 6,981,455 
  固定資産   
   有形固定資産  
  建物及び構築物（純額） ※１ 1,164,320 ※1 1,185,041
  機械装置及び運搬具（純額） ※１ 1,330,604 ※1 1,420,574
  その他（純額） ※１ 1,105,952 ※1 1,096,510
   有形固定資産合計    3,600,877    3,702,125 
   無形固定資産  34,941 29,768 
   投資その他の資産  
    その他 181,809 183,535
    貸倒引当金 △1,919 △1,909
  投資その他の資産合計 179,889 181,625 
   固定資産合計  3,815,708 3,913,519 
  資産合計  10,947,468 10,894,975

 負債の部  
  流動負債    
   支払手形及び買掛金  490,509 465,866 
   1 年内返済予定の長期借入金  213,580 250,840 
   未払法人税等  51,000 13,665 
   賞与引当金  137,115 138,627 
  製品保証引当金 3,640 －
   その他  321,376 265,432
   流動負債合計  1,217,221 1,134,431 

 （省略）  
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6 ページ 

（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

      （訂正前） 

 （単位：千円）

   当第１四半期連結累計期間  
 (自 平成 20 年 4月１日  
  至 平成 20 年６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   121,073 
  減価償却費   135,605 
  賞与引当金の増減額（△は減少）   △1,512 
  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △344 
  受取利息及び受取配当金   △3,947 
  支払利息   429 
  売上債権の増減額（△は増加）   61,235 
  たな卸資産の増減額（△は増加）   △21,871 
  未収入金の増減額（△は増加）   134,625 
  仕入債務の増減額（△は減少）   24,642 
  未払消費税等の増減額（△は減少）   3,376 
  未払金の増減額（△は減少）   30,120 
  その他   6,585 

  小計   490,020 

  利息及び配当金の受取額   2,276 
  利息の支払額   △429 
  法人税等の支払額   △7,433 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   484,434 

      （省略） 
 
      （訂正後） 

 （単位：千円）

   当第１四半期連結累計期間  
 (自 平成 20 年 4月１日  
  至 平成 20 年６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   121,073 
  減価償却費   135,605 
  賞与引当金の増減額（△は減少）   △1,512 
  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △344 
  製品保証引当金の増減額（△は減少）  3,640 
  受取利息及び受取配当金   △3,947 
  支払利息   429 
  売上債権の増減額（△は増加）   61,235 
  たな卸資産の増減額（△は増加）   △21,871 
  未収入金の増減額（△は増加）   134,625 
  仕入債務の増減額（△は減少）   24,642 
  未払消費税等の増減額（△は減少）   3,376 
  未払金の増減額（△は減少）   30,120 
  その他   2,945

  小計   490,020 

  利息及び配当金の受取額   2,276 
  利息の支払額   △429 
  法人税等の支払額   △7,433 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   484,434 

      （省略） 
 



平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 フェニックス電機 上場取引所 東 JQ 

コード番号 6927 URL http://www.phoenix-elec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田原 廣哉

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長兼総務部部長 （氏名） 川坂 陽一 TEL 079-264-5711

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 ％

21年3月期第1四半期 1,690 ― 71 ― 120 ― 76 ―

20年3月期第1四半期 2,248 △26.5 337 △49.5 391 △38.3 232 △37.2

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

21年3月期第1四半期 3.52 ―

20年3月期第1四半期 10.24 ―

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

21年3月期第1四半期 10,947 9,614 87.8 443.53
20年3月期 10,894 9,645 88.5 444.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,614百万円 20年3月期  9,645百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.25 ― 2.25 4.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 3,557 △26.6 131 △81.7 137 △79.8 81 △78.9 3.76
通期 7,909 △12.2 591 △39.2 622 △20.9 351 △2.8 16.20

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。上 
記予想に関する事項は、２ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,806,900株 20年3月期  22,806,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,128,422株 20年3月期  1,128,422株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  21,678,478株 20年3月期第1四半期  22,728,030株


