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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31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12月期第1四半期 2,755 ― △142 ― △24 ― 8 ―

20年12月期第1四半期 3,836 ― 103 ― △37 ― △82 ―

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12月期第1四半期 1.48 ―

20年12月期第1四半期 △14.03 ―

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12月期第1四半期 12,012 5,270 43.9 894.38
20年12月期 12,989 5,415 41.7 918.89

（参考） 自己資本  21年12月期第1四半期  5,270百万円 20年12月期  5,415百万円

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12月期 ― ― ― 27.00 27.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 27.00 27.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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

5,983 ― △111 ― 29 ― 30 ― 5.25

通期 13,818 △20.8 365 △54.5 510 1.0 361 ― 61.38
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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、４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、４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 

１．平成21年２月23日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正をしております。 
 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３． 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
３．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等規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附
則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しております。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 5,893,000株 20年12月期 5,893,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 ―株 20年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 5,893,000株 20年12月期第1四半期 5,893,000株
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  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の深刻化や株式・為替相場の変動の影響によ

り、急速な景気の悪化が続いており、企業収益や資金調達環境が悪化し、雇用・所得環境が厳しさを増す中、内需

と外需が冷え込むなど、実体経済に及ぼす影響は更に拡大いたしました。 

 このような事業環境の下、当第１四半期連結会計期間（平成21年1月1日から平成21年3月31日）における当社グル

ープは、差別化営業の展開、社内の人的リソースの見直し削減、内製化の強化をはじめとする様々な原価低減活動

および経費削減活動を積極的に推進してまいりましたが、企業の設備投資の抑制、円高による海外市場の価格競争

の激化等による市場環境の悪化により、受注、売上ともに減少いたしました。その結果、受注高は2,796百万円、売

上高は2,755百万円となり、営業損失につきましては142百万円となりました。経常損失につきましては、当第１四

半期連結会計期間末にかけて急激な円安となったことに起因する為替差益が117百万円発生したこと等により24百万

円となりました。また、四半期純利益につきましては、貸倒実績率が大幅に低下したことによる貸倒引当金戻入額

が25百万円発生したこと等により８百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

SSP（Safety Security Protection）部門 

  防災業界は設備投資抑制、住宅建設の着工件数の減少により依然厳しいコスト競争が続いております。 

 こうした環境の下、差別化営業を積極的に展開してまいりました結果、ＦＭ２００ガス消火設備、炭酸ガス消火

設備を中心としたガス系消火設備が好調に推移し、また、住宅用火災警報器も売上に寄与しましたが半導体工場向

け消火設備が企業の設備投資抑制の影響により低調に推移いたしました。 

 以上の結果 受注高は1,522百万円、売上高は1,299百万円となりました。 

   

サーマル部門   

昨年以降、半導体市場における市場縮小に伴う設備投資抑制が依然として継続し、その結果、温度センサ－、熱

板の受注、売上が減少したまま推移しております。また、ＦＰＤ業界におきましても薄型ＴＶの需要拡大ペースの

鈍化等による、設備投資抑制も継続しており、当該業界向けの熱処理炉の受注ストップも継続し、更に温度調節器

の受注、売上も回復の兆しが見えない状況となっております。 

以上の結果 受注高は144百万円、売上高は132百万円となりました。 

  

メディカル部門 

 客先から海外市場への人工腎臓透析装置の販売量が円高の影響により激減し客先在庫が増加している状況となっ

ております。また当社で生産を行なっておりました一部の国内向け人工腎臓透析装置の生産を客先に移管した事に

ともない、国内向け人工腎臓透析装置の生産が、本年２月度を以って終了いたしました。 

 以上の結果、受注高は64百万円、売上高は221百万円となりました。 

 なお、受注高が減少しております要因と致しまして、現在、顧客との間で仕切り価格を交渉中のため、人工腎臓

透析装置関係の正式受注が減少しているためであります。 

  

PWBA（Printed Wiring Board Assembly）部門 

 香港の海外子会社である日本芬翁（香港）有限公司において、日本国内からの生産移管を更に進めると共に、新

たに受注した新機種の立ち上げも完了し、出荷を昨年下期より開始致しました。今期はその新機種の拡大を期待し

ていたところではありますが、残念ながら新機種の受注が伸びず日本芬翁（香港）有限公司の売上高は連結消去後

570百万円となりました。一方、国内生産も客先の減産により受注が大幅に減少し、売上高は530百万円となりまし

た。 

以上の結果、受注高は1,065百万円、売上高は1,100百万円となりました。 

   

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は12,012百万円となり、前連結会計年度末12,989百万円に比べ977

百万円（7.5%）減少しております。これは主に受取手形及び売掛金の減少1,363百万円（29.8％）、完成工事未収入

金の減少409百万円（20.8％）及び棚卸資産の増加637百万円（24.5％）等によるものであります。 

  負債総額は6,742百万円となり、前連結会計年度末7,574百万円に比べ832百万円（11.0%）減少しております。これ

は主 に、支払手形及び買掛金の減少894百万円（22.6％）等によるものであります。 

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
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 純資産合計は5,270百万円となり、前連結会計年度末5,415百万円に比べ144百万円（2.7%）減少しております。こ

れは主に、配当金支払159百万円に伴う利益剰余金の減少によるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

   当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に

比べ65百万円減少し、1,267百万円となりました。 

   当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

   営業活動の結果獲得した資金は、209百万円となりました。これは、主に売上債権の減少1,817百万円、棚卸資産の

増加578百万円及び仕入債務の減少976百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

    投資活動の結果使用した資金は、215百万円となりました。これは主に預入期間3ヶ月超のドル建て債券の購入187

百万円及び有形固定資産の取得32百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

    財務活動の結果使用した資金は、110百万円であります。これは配当金の支払によるものであります。   

  

  平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年２月23日に公表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日付公表の「平成21年12月期第２四半期累計期間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  なお、上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

   

該当事項はありません。  

   

①棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している有形固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る額を期間按分して算定してお

ります。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、原則的な方法によっておりますが、繰延税金資産の回収可能性の

判断に関しては前連結会計年度以降に大幅な経営環境変化がない事、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用しております。   

  

① 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。 

  

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

３．連結業績予想に関する定性的情報

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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 たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18 
 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

 低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更による損益に与える影響はありません。

  

③ 当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更による損益に与える影響はあ

 りません。 

    

（追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正における減価償却資産の耐用年数等に関する省令の

改正を契機として、有形固定資産の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、主に機械及び

装置について耐用年数を主として11年から７年に変更しております。 

  これにより、従来の方法による場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が5,778

千円増加しております。 

   なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。  
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,267,695 1,332,921

受取手形及び売掛金 3,217,184 4,580,942

完成工事未収入金 1,556,335 1,965,393

製品 461,492 312,361

原材料 1,755,255 1,341,239

仕掛品 325,360 404,174

未成工事支出金 695,130 541,955

その他 112,361 49,058

貸倒引当金 △3,441 △26,515

流動資産合計 9,387,375 10,501,530

固定資産   

有形固定資産 1,266,310 1,312,180

無形固定資産 24,568 27,111

投資その他の資産   

その他 1,353,715 1,170,762

貸倒引当金 △19,304 △21,886

投資その他の資産合計 1,334,411 1,148,875

固定資産合計 2,625,289 2,488,167

資産合計 12,012,664 12,989,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,068,226 3,962,915

工事未払金 582,120 576,628

短期借入金 1,442,920 1,414,120

未払法人税等 29,071 17,002

賞与引当金 104,922 －

その他 541,268 590,676

流動負債合計 5,768,527 6,561,342

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 300,000 300,000

役員退職慰労引当金 35,900 73,915

退職給付引当金 434,089 432,069

その他 3,578 7,354

固定負債合計 973,568 1,013,339

負債合計 6,742,096 7,574,682
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 996,600 996,600

資本剰余金 1,460,517 1,460,517

利益剰余金 2,822,372 2,972,751

株主資本合計 5,279,489 5,429,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,694 3,445

為替換算調整勘定 △13,615 △18,297

評価・換算差額等合計 △8,921 △14,852

純資産合計 5,270,568 5,415,016

負債純資産合計 12,012,664 12,989,698
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,755,055

売上原価 2,367,881

売上総利益 387,174

販売費及び一般管理費 529,947

営業損失（△） △142,772

営業外収益  

受取利息 782

受取配当金 242

為替差益 117,332

その他 7,313

営業外収益合計 125,670

営業外費用  

支払利息 7,422

その他 249

営業外費用合計 7,671

経常損失（△） △24,773

特別利益  

貸倒引当金戻入額 25,656

特別利益合計 25,656

特別損失  

減損損失 4,555

投資有価証券評価損 5,260

特別損失合計 9,815

税金等調整前四半期純損失（△） △8,932

法人税、住民税及び事業税 36,461

法人税等調整額 △54,125

法人税等合計 △17,664

四半期純利益 8,732
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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損失（△） △8,932

減価償却費 56,606

減損損失 4,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,656

賞与引当金の増減額（△は減少） 104,922

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,015

受取利息及び受取配当金 △1,025

支払利息 7,422

為替差損益（△は益） △30,150

投資有価証券評価損益（△は益） 5,260

売上債権の増減額（△は増加） 1,817,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △578,804

仕入債務の増減額（△は減少） △976,835

その他 △104,170

小計 234,369

利息及び配当金の受取額 548

利息の支払額 △6,755

法人税等の支払額 △18,740

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,421

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 △32,325

投資有価証券の取得による支出 △187,693

その他 4,143

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,874

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △110,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,214

現金及び現金同等物に係る換算差額 51,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,226

現金及び現金同等物の期首残高 1,332,921

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,267,695
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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。なお、四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書

きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年3月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1）ＳＳＰ部門 …………住宅用火災警報器、火災報知設備、超高感度煙検知システム、FM200ガス高速消火

設備、二酸化炭素消火設備、スプリンクラー消火設備、保守点検サービス 

(2）サーマル部門…………半導体製造装置用熱板、温度センサー、デジタル温度調節器、恒温恒湿槽用温度調

節器 

(3）メディカル部門………人工腎臓透析装置 

(4）ＰＷＢＡ部門…………プリント基板の実装組立   

 ３ 追加情報 

  （追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正における減価償却資

産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、有形固定資産の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連

結会計期間より、主に機械及び装置について耐用年数を主として11年から７年に変更しております。 

   これにより従来の方法による場合と比べて、営業利益が「ＳＳＰ部門」で 2,431千円減少し、営業損失が

「サーマル部門」で 1,399千円、「メディカル部門」で 39千円、「ＰＷＢＡ部門」で 1,906千円増加して

おります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
SSP部門 
（千円） 

サーマル
部門 
（千円） 

メディカ
ル部門 
（千円） 

PWBA部門
（千円） 

合計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

   売上高  1,299,928  132,717  221,422  1,100,987  2,755,055 ―   2,755,055

営業利益又は 

営業損失(△)  
 52,466  △52,508  △23,161  △9,588  △32,792   △109,980  △142,772
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9当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 (注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．中国とは中華人民共和国であり、香港を含んでおります。 

３．追加情報 

  （追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正における減価償却

資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、有形固定資産の耐用年数の見直しを行い、第１四半

期連結会計期間より、主に機械及び装置について耐用年数を主として11年から７年に変更しております。

これにより従来の方法による場合と比べて、営業損失が「日本」で 5,778千円増加しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア・・・・・中華人民共和国(香港を含む)、タイ、韓国、台湾 

(2)その他の地域・・米国、オランダ、ドイツ、イギリス 

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。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本
（千円） 

中国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
(千円)  

連結
（千円） 

 売上高  2,184,212  570,842  2,755,055 ―  2,755,055

 営業利益又は営業損失(△)  △150,944  321  △150,622  7,850  △142,772

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  610,433  71  610,505

 Ⅱ 連結売上高（千円) ―  ―   2,755,055

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 22.2  0.0  22.2

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,836,675

Ⅱ 売上原価  3,189,963

売上総利益  646,712

Ⅲ 販売費及び一般管理費  543,508

営業利益  103,203

Ⅳ 営業外収益      

1 受取利息   725

2 受取配当金  262

3 その他  13,717

  営業外収益計  14,705

Ⅴ 営業外費用      

1 支払利息  4,797

2 支払手数料  243

3 為替差損  146,946

4 その他  3,010

  営業外費用計  154,998

経常損失（△） △37,089

Ⅵ 特別利益      

1 貸倒引当金戻入益  4,303

  特別利益計  4,303

Ⅶ 特別損失      

1 固定資産除却損  293

2 過年度役員退職慰労引
当金繰入額  59,962

  特別損失計  60,255

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△93,041

法人税、住民税及び事業税  10,903

法人税等調整額 △21,273

四半期純損失（△） △82,671
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

   

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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 △93,041

 減価償却費  53,629

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,303

 賞与引当金の増減額（△は減少）  108,748

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,419

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,686

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  60,597

 受取利息及び配当金 △988

 支払利息  4,797

 社債発行費  2,327

 固定資産除却損  293

 売上債権の増減額（△は増加）  775,641

 たな卸資産の増減額（△は増加） △587,605

 仕入債務の増減額（△は減少） △46,422

 その他  4,255

小計  253,823

 利息及び配当金の受取額  2,794

 利息の支払額 △5,891

 法人税等の支払額 △36,265

営業活動によるキャッシュ・フロー  214,460

Ⅱ 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 △22,233

 投資有価証券の取得による支出 △199,723

 その他 △2,986

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,943

Ⅲ 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  700,000

 社債の発行による収入  197,672

 社債の償還による支出 △230,000

 配当金の支払額 △160,083

財務活動によるキャッシュ・フロー  507,589

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,294

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  421,811

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,165,201

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,587,013
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＳＳＰ部門 
（千円） 

サーマル部門 
（千円） 

メディカル
部門 
（千円） 

ＰＷＢＡ部門
（千円）  

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  1,179,699  325,935  497,565  1,833,474  3,836,675       3,836,675

営業費用  1,097,646  310,124  477,843  1,718,235  3,603,849  129,621  3,733,471

営業利益  82,053  15,810  19,721  115,239  232,825  △129,621  103,203

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
（千円） 

中国
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  3,549,526  680,594  4,230,121  △393,446  3,836,675

営業費用  3,500,280  654,131  4,154,411  △420,940  3,733,471

営業利益  49,246  26,463  75,710  27,493  103,203
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