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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,607 ― 148 ― 174 ― 77 ―

20年3月期第2四半期 4,845 △16.4 719 △36.8 680 △40.3 385 △40.3

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2四半期 3.56 ―

20年3月期第2四半期 17.12 ―

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2四半期 10,755 9,610 89.4 443.34
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2四半期  9,610百万円 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 ― 2.25 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、現時点では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2四半期  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2四半期  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2四半期  21,678,478株 20年3月期第2四半期  22,529,559株
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当第２四半期連結累計期間における売上高及び利益は概ね、計画通りの結果となりました。  

 プロジェクター用ランプにつきましては、数量面では第１四半期の在庫調整の影響もあり、10％減とな

り、また販売単価の下落に加え、為替の影響もあって、売上高は2,486,391千円と、前年同期比22.2%の減

収となりました。  

 リアプロTV用ランプについては、スペアランプの供給のみとなっているため、売上高は、前年同期比

66.9％減の162,954千円となりました。  

 露光装置用光源ユニット関連では、装置自体の売上が下期に計画されており、第２四半期連結累計期間

においては専用ランプの販売が主体となっており、売上高は前年同期比56.1％減の21,665千円となりまし

た。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,607,983千円と、前年同期に比べ25.5％の減少と

なりました。  

 一方、利益面では、引続き製造工程の自動化をはじめ、工程毎の作業内容の徹底した改善活動により、

歩留り及び作業効率の向上に努め、販売価格の低下に対応してまいりましたが、販売単価の下落の影響が

大きく、当第２四半期連結累計期間の経常利益は174,815千円、四半期純利益は77,122千円と、それぞれ

前年同期に比べ74.2％及び79.9％の減少を余儀なくされました。  

  

  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ、39,959千円増加しております。主な増減内容は、有価証券

の増加200,408千円、現金及び預金の増加198,498千円、流動資産その他の減少176,150千円、棚卸資

産の減少95,048千円等であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ、179,115千円減少しています。主な減少要因は、減価償却

の実施に伴い有形固定資産が174,585千円減少したこと等によります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ1.3％減少し、10,755,819千円となりました。 

(負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、104,738千円減少しております。増減要因は、1年内返済予

定の長期借入金の減少124,520千円、賞与引当金の減少52,972千円、未払法人税等の増加66,218千円

等によります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.4％減少し、1,144,984千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、9,610,835千円となりました。減少要因

は、四半期純利益を77,122千円計上する一方、配当金の支払108,392千円等によるものです。 

  

当第２四半期における業績は、概ね計画通りに推移しており、現段階におきましては、平成20年５

月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、前連結会計年度に「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期

適用を行っており、当第２四半期会計期間末においては、棚卸資産評価において重要な変化は無い

ため、見直しは行っていません。 

②法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっています。 

  

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。 

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8,528千円減少しております。  

  

  

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)

(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

(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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

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 ※3 3,839,566 3,641,068 

受取手形及び売掛金 2,060,473 ※2 2,148,726 

有価証券 200,408 － 

商品 21,578 33,830 

製品 167,881 178,045 

原材料 327,672 340,775 

仕掛品 173,028 229,269 

貯蔵品 8,660 11,949 

その他 225,051 401,202 

貸倒引当金 △2,905 △3,410 

流動資産合計 7,021,415 6,981,455 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※1 1,143,427 ※1 1,185,041 

機械装置及び運搬具（純額） ※1 1,239,787 ※1 1,420,574 

その他（純額） ※1 1,144,325 ※1 1,096,510 

有形固定資産合計 3,527,540 3,702,125 

無形固定資産 33,095 29,768 

投資その他の資産 

その他 175,749 183,535 

貸倒引当金 △1,981 △1,909 

投資その他の資産合計 173,767 181,625 

固定資産合計 3,734,404 3,913,519 

資産合計 10,755,819 10,894,975 
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（単位：千円） 

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 438,750 465,866 

1年内返済予定の長期借入金 126,320 250,840 

未払法人税等 79,883 13,665 

賞与引当金 85,655 138,627 

製品保証引当金 8,800 － 

その他 290,283 265,432 

流動負債合計 1,029,693 1,134,431 

固定負債 

長期未払金 115,291 115,291 

固定負債合計 115,291 115,291 

負債合計 1,144,984 1,249,722 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,133,177 2,133,177 

資本剰余金 2,563,867 2,563,867 

利益剰余金 5,458,254 5,489,523 

自己株式 △563,267 △563,267 

株主資本合計 9,592,030 9,623,300 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 18,804 21,952 

評価・換算差額等合計 18,804 21,952 

純資産合計 9,610,835 9,645,252 

負債純資産合計 10,755,819 10,894,975 
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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：千円） 

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 3,607,983 

売上原価 2,611,227 

売上総利益 996,755 

販売費及び一般管理費 ※1 848,140 

営業利益 148,615 

営業外収益 

受取利息 6,701 

受取配当金 712 

為替差益 16,689 

雑収入 5,559 

営業外収益合計 29,661 

営業外費用 

支払利息 1,114 

投資有価証券評価損 2,346 

営業外費用合計 3,461 

経常利益 174,815 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 200 

固定資産売却益 52 

特別利益合計 252 

特別損失 

固定資産除却損 29 

減損損失 3,467 

特別損失合計 3,496 

税金等調整前四半期純利益 171,571 

法人税、住民税及び事業税 72,883 

法人税等調整額 21,565 

法人税等合計 94,449 

四半期純利益 77,122 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

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 171,571 

減価償却費 273,293 

減損損失 3,467 

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,972 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △432 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,800 

受取利息及び受取配当金 △7,413 

支払利息 1,114 

有形固定資産売却損益（△は益） △52 

有形固定資産除却損 29 

売上債権の増減額（△は増加） 88,252 

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,102 

未収入金の増減額（△は増加） 189,545 

仕入債務の増減額（△は減少） △27,116 

未払消費税等の増減額（△は減少） △198 

未払金の増減額（△は減少） △8,419 

その他 △27,113 

小計 707,457 

利息及び配当金の受取額 4,692 

利息の支払額 △1,114 

法人税等の支払額 △8,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,148 

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 △98,577 

有形固定資産の売却による収入 63 

無形固定資産の取得による支出 △7,018 

その他 △204 

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,737 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △124,520 

設備支払手形による支払 7,502 

設備未払金の減少 27,906 

配当金の支払額 △108,392 

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,503 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,906 

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,068 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,039,974 

7

フェニックス電機㈱（6927）平成21年３月期　第２四半期決算短信

7



注記事項  

（四半期連結貸借対照表関係） 

 
  

（四半期連結損益計算書関係） 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

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)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,922,620千円

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,668,374千円

―――――

 

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日においては、連結子会社

の決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が連結会計年度末残高に含まれおります。

受取手形及び売掛金 1,949千円

※３ 担保に供している資産 

定期預金            20,000千円
――――

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)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

荷造・運搬費 35,913千円

役員報酬 95,811千円

従業員給与 166,674千円

賞与引当金繰入額 21,040千円

退職給付費用 6,296千円

その他の人件費 38,921千円

支払手数料 64,538千円

減価償却費 24,493千円

研究開発費 173,923千円

交際費 77,706千円

その他 142,819千円

計 848,140千円

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)

 
 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,839,566千円

預入期間３か月超 
の定期預金

△2,000,000千円

MMF（有価証券） 200,408千円

現金及び現金同等物 2,039,974千円
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該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント業績 

当社グループにおきましては、製品の種類、製造方法の類似性から判断して同種単一のランプ事業

を行っていますので、事業の種類別セグメント情報は製品タイプ別に変えて記載しています。 

                                                                    （単位：千円、％） 

 

所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高合計額及び、全セグメントの資産金額の合計

額に占める「日本」の割合がいずれも100％であるため、記載を省略しています。 

  

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) 
  

   

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

(2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

(3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

製品タイプ別
売上高
(千円)

前年同期比
(％)

構成比 
(％)

プロジェクター用ランプ 2,486,391 77.8 68.9

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 162,954 33.1 4.5

露光装置用光源ユニット 21,665 43.9 0.6

その他ハロゲンランプ等 489,049 86.7 13.6

商品 447,923 82.4 12.4

合計 3,607,983 74.5 100.0

②所在地別セグメント業績

③海外売上高

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 125,810 1,337,611 11,187 1,474,609

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 3,607,983

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.5 37.1 0.3 40.9

(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。
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

 (3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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。 

  

該当事項はありません。 

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 163,305 2,508,301 35,018 2,706,625

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,845,721

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.4 51.8 0.7 55.9

 

(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。

(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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前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 売上高 4,845,721

Ⅱ 売上原価 3,124,798

   売上総利益 1,720,923

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,001,097

   営業利益 719,826

Ⅳ 営業外収益 7,918

 １ 受取利息 2,295

 ２ 受取配当金 512

 ３ その他 5,111

Ⅴ 営業外費用 47,554

 １ 支払利息 3,102

 ２ 為替差損 40,943

 ３ その他 3,508

   経常利益 680,190

Ⅵ 特別損失 12,961

 １ 固定資産除却損 9

 ２ 減損損失 12,952

   税金等調整前 
   中間純利益 667,228

   税金費用 281,618

   中間純利益 385,609
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