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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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12月期第2四半期 6,158 ― △138 ― 1 ― 26 ―

20年12月期第2四半期 8,015 △2.4 394 △23.1 338 △40.0 147 △69.7

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2四半期 4.50 ―

20年12月期第2四半期 25.11 ―

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2四半期 11,042 5,331 48.3 904.63
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2四半期  5,331百万円 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  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

通期 13,987 △19.8 364 △54.7 509 0.8 361 ― 61.38

- 1 -



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５月15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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 5,893,000株 20年12月期第2四半期 5,893,000株
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  当第２四半期連結累計期間における、わが国経済は、世界的な景気後退、金融危機などの影響を受け、株式・

為替市場、原材料等商品市況の大幅な変動や信用収縮、企業の生産活動の減少、設備投資の抑制等、極めて厳し

い状況が続きました。また、依然として続く雇用情勢の悪化と個人消費の低迷等により、厳しい経営環境が継続

いたしました。今後は在庫調整の進展と緩やかな景気回復が期待されるものの、当面厳しい状況が続くものと思

われます。 

  このような事業環境の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループは、第１四半期連結会計期間から

引き続き、差別化営業の展開、社内の人的リソースの見直し、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、市況悪化の影響により、受注高は5,905百万円、売上高

は6,158百万円となりました。 

  利益面につきましては、昨年販売を開始致しました住宅用火災警報器「煙雷（えんらい）」の一部の製品に故

障ではないのに故障警報が発生する事例が判明したため、対象製品の自主回収および無償交換を実施したことに

よる費用を販売費および一般管理費として115百万円計上した他、今後発生すると見込まれる費用42百万円を追加

計上したこと等により、営業損失は138百万円となりました。経常利益においては、円安傾向が続いていることに

よる為替差益が125百万円発生したこと等により１百万円、四半期純利益につきましては、一般債権における貸倒

引当金の実績率が大幅に低下したことによる貸倒引当金戻入額25百万円を特別利益に計上したこと等により26百

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 

当防災業界におきましては、公共投資が低調に推移したことのほか、民間企業の設備投資が先送りされるなど

の厳しい受注環境と激しいコスト競争が続いております。当該環境の下、当部門におきましては、差別化営業を

積極的に展開してまいりましたが、その結果、受注高に関しましては住宅用火災警報器「煙雷（えんらい）」の

自主回収問題と原子力関係の大型案件の受注が第３四半期にずれ込んだこと等により、予想を下廻りました。売

上高につきましては、ＦＭ２００ガス高速消火設備、炭酸ガス消火設備を中心としたガス消火設備が好調に推移

いたしましたが、受注同様住宅用火災警報器の自主回収問題の発生により予想を若干上廻るにとどまりました。 

以上の結果 受注高は2,805百万円、売上高は2,875百万円となりました。 

   

サーマル部門 

昨年来の半導体業界の市場縮小に伴い、大手半導体メーカーの供給量削減と大幅な設備投資抑制が継続し、当

社主力製品の一つである温度センサー、熱板の受注と売上が減少いたしました。また、新製品として市場投入い

たしました非接触センサー用温度調節器のＡＩシリーズは、好感を以って市場に受け入れられたものの、市況悪

化の影響により出荷の伸びは限定的なものとなりました。 

以上の結果、受注高は344百万円、売上高は324百万円となりました。 

  

メディカル部門 

 第１四半期連結会計期間におきましては、円高の影響により販売元から海外市場への人工腎臓透析装置の販売

量が激減し、販売元の在庫が増加している状況となっておりましたが、当第２四半期連結会計期間におきまして

は、多少の円安傾向となり販売元の在庫調整も徐々に進展し、７月以降の受注回復が見込まれております。しか

し、東南アジア以外の出荷国の経済状況の回復は未だ不透明な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日本国内向け人工腎臓透析装置の生産を販売元に移管した事にとも

ない、日本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191百万円、売上高は364百万円となりました。 

  

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、

新たに受注した新製品の立ち上げも完了し、昨年下期より出荷を開始致しました。しかし、第１四半期連結会計

期間においては、当該新製品の受注が低迷いたしましたが、第２四半期連結会計期間においては受注が回復し、

売上高は連結消去後1,398百万円となりました。一方、国内生産におきましても、客先の減産により受注が大幅に

減少し、売上高は1,193百万円となりました。 

以上の結果、受注高は2,563百万円、売上高は2,592百万円となりました。 

  

  

  

  

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
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は11,042百万円となり、前連結会計年度末12,989百万円に比べ

1,947百万円（15.0%）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1,629百万円（35.6％）、完成工

事未収入金の減少559百万円（28.4％）等によるものであります。 

 負債総額は5,711百万円となり、前連結会計年度末7,574百万円に比べ1,863百万円（24.6%）減少しております。

これは主に、在庫削減にともなう支払手形及び買掛金の減少1,953百万円（49.3％）等によるものであります。 

 純資産合計は5,331百万円となり、前連結会計年度末5,415百万円に比べ84百万円（1.6%）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およびその他有価証券評価差額金の増加によるものであり

ます。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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183百万円増加し、1,516百万円となりました。 

当第２四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、253百万円となりました。これは、主に売上債権の減少2,226百万円、仕入債務の

減少1,953百万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、56百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得60百万円によるもので

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、61百万円であります。これは主に配当金の支払157百万円および海外子会社の短

期借入金の増加95百万円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５月15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、平成21年７月31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２四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出しております。 

 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

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

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
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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

たが、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(貸借対照表については収益性の低下に基づ

く簿価の切下げの方法)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 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)  

① 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った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短い

ことが明らかになったため、使用可能期間に即した耐用年数にするために、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の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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ11,556千円減少しております。 

 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。 

② 当社及び国内連結子会社は、従来、退職給付制度として適格年金制度を採用しておりましたが、平成21年６

月１日より確定給付年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指

針第１号)を適用しております。 

 なお、この制度の変更に伴う影響額は軽微であります。  

③ 当社製住宅用火災警報器の自主回収・交換について、第１四半期連結会計期間末時点では、その回収状況及

び影響額等について調査中であり、影響額等の見積りが困難でありましたが、第２四半期連結会計期間末にお

いて、製品の自主回収費用の支出に備えるため、不具合に起因する自主回収費用を個別に見積り算出した額を

製品自主回収引当金として計上しております。 

  

（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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１【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21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,516,467 1,332,921

受取手形及び売掛金 2,951,788 4,580,942

完成工事未収入金 1,406,313 1,965,393

製品 279,850 312,361

原材料 1,287,551 1,341,239

仕掛品 321,321 404,174

未成工事支出金 738,991 541,955

その他 90,328 49,058

貸倒引当金 △2,830 △26,515

流動資産合計 8,589,782 10,501,530

固定資産   

有形固定資産 1,237,461 1,312,180

無形固定資産 23,949 27,111

投資その他の資産   

その他 1,210,621 1,170,762

貸倒引当金 △19,387 △21,886

投資その他の資産合計 1,191,233 1,148,875

固定資産合計 2,452,644 2,488,167

資産合計 11,042,426 12,989,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,009,217 3,962,915

工事未払金 639,269 576,628

短期借入金 1,530,050 1,414,120

未払法人税等 15,572 17,002

製品自主回収引当金 42,000 －

その他 491,669 590,676

流動負債合計 4,727,779 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 44,088 73,915

退職給付引当金 435,761 432,069

その他 3,784 7,354

固定負債合計 983,634 1,013,339

負債合計 5,711,414 7,574,682
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 2,840,148 2,972,751

株主資本合計 5,297,265 5,429,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,285 3,445

為替換算調整勘定 △15,538 △18,297

評価・換算差額等合計 33,746 △14,852

純資産合計 5,331,012 5,415,016

負債純資産合計 11,042,426 12,989,698
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,158,042

売上原価 5,224,228

売上総利益 933,813

販売費及び一般管理費 1,072,348

営業損失（△） △138,534

営業外収益  

受取利息 2,356

受取配当金 12,555

為替差益 125,618

その他 14,546

営業外収益合計 155,076

営業外費用  

支払利息 14,279

その他 498

営業外費用合計 14,777

経常利益 1,763

特別利益  

固定資産売却益 291

貸倒引当金戻入額 25,796

特別利益合計 26,087

特別損失  

固定資産除却損 1,418

減損損失 4,555

投資有価証券評価損 5,260

特別損失合計 11,233

税金等調整前四半期純利益 16,617

法人税、住民税及び事業税 21,987

法人税等調整額 △31,877

法人税等合計 △9,890

四半期純利益 26,507
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,402,986

売上原価 2,856,347

売上総利益 546,639

販売費及び一般管理費 542,401

営業利益 4,237

営業外収益  

受取利息 1,574

受取配当金 12,312

為替差益 8,286

その他 7,233

営業外収益合計 29,405

営業外費用  

支払利息 6,856

その他 249

営業外費用合計 7,106

経常利益 26,537

特別利益  

固定資産売却益 291

貸倒引当金戻入額 140

特別利益合計 431

特別損失  

固定資産除却損 1,418

特別損失合計 1,418

税金等調整前四半期純利益 25,550

法人税、住民税及び事業税 △14,473

法人税等調整額 22,248

法人税等合計 7,774

四半期純利益 17,775
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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21年１月１日 
 至 平成21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 16,617

減価償却費 116,083

減損損失 4,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,692

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,827

製品自主回収引当金の増減額（△は減少） 42,000

受取利息及び受取配当金 △14,911

支払利息 14,279

為替差損益（△は益） △34,031

固定資産売却損益（△は益） △291

投資有価証券評価損益（△は益） 5,260

固定資産除却損 1,418

売上債権の増減額（△は増加） 2,226,877

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,820

仕入債務の増減額（△は減少） △1,953,485

その他 △102,450

小計 272,422

利息及び配当金の受取額 14,926

利息の支払額 △13,991

法人税等の支払額 △19,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 253,377

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 △60,466

投資有価証券の取得による支出 △187,897

投資有価証券の売却による収入 192,000

その他 △461

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,825

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（△は減少） 95,270

配当金の支払額 △157,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,881

現金及び現金同等物に係る換算差額 48,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183,545

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 1,516,467
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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(有形固定資産の耐用年数の変更)」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

数の見直しを行った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短いことが明らかになったため、使用可能期

間に即した耐用年数にするために、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 2,449千円、「サーマル部門」

で 1,401千円、「ＰＷＢＡ部門」で 1,906千円減少し、営業損失が「メディカル部門」で 20千円増加して

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  1,576,069  192,042  143,416  1,491,457  3,402,986 ―  3,402,986

営業利益又は 

営業損失(△)  
 18,150  7,864  △20,518  96,163  101,660   △97,422  4,237
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年6月30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(有形固定資産の耐用年数の変更)」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

数の見直しを行った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短いことが明らかになったため、使用可能期

間に即した耐用年数にするために、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 4,899千円、「ＰＷＢＡ部門」

で 3,813千円減少し、営業損失が「サーマル部門」で 2,802千円、「メディカル部門」で 40千円増加して

おります。  

  
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  2,875,997  324,760  364,838  2,592,445  6,158,042 ―  6,158,042

営業利益又は 

営業損失(△)  
 70,617  △44,643  △43,679  86,574  68,868   △207,403  △138,534
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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(有形固定資産の耐用年数の変更)」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った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短いことが明らかになったため、使

用可能期間に即した耐用年数にするために、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った場合と比べて、営業

損失が「日本」で 5,778千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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(有形固定資産の耐用年数の変更)」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った結果、実態としては現状の耐用年数よりも短いことが明らかになったため、使

用可能期間に即した耐用年数にするために、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った場合と比べて、営業

損失が「日本」で 11,556千円増加しております。   

〔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  2,751,446  843,679  3,595,126  △192,140  3,402,986

 営業利益又は営業損失(△)  △45,305  49,387  4,081  156  4,237

  
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  5,222,891  1,430,939  6,653,831  △495,789  6,158,042

 営業利益又は営業損失(△)  △196,250  49,708  △146,541  8,006  △138,534
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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、インド、シンガポール 

(2)その他の地域・・オランダ、ドイツ、イギリス、スウェーデン 

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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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、インド、シンガポール 

(2)その他の地域・・米国、オランダ、ドイツ、イギリス、スウェーデン 

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。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  910,095  829  910,925

 Ⅱ 連結売上高（千円) ― ―  3,402,986

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 26.7  0.0  26.7

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,520,529  900  1,521,430

 Ⅱ 連結売上高（千円) ― ―  6,158,042

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 24.7  0.0  24.7

（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 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       8,015,129  100.0

Ⅱ 売上原価       6,598,681  82.3

売上総利益       1,416,447  17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,021,571  12.8

営業利益       394,875  4.9

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  859           

２．受取配当金  16,444           

３．その他  3,733  21,037  0.3

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  9,961           

２．支払手数料  723           

３. 社債発行費  2,327           

４．為替差損  63,236           

５．その他  671  76,920  1.0

経常利益       338,991  4.2

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  225           

２．貸倒引当金戻入益  5,875  6,100  0.1

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  3,479           

２．過年度役員退職慰労引当
金繰入額  59,962           

３．会員権評価損  550  63,991  0.8

税金等調整前中間純利益       281,100  3.5

法人税、住民税及び事業
税  100,126           

法人税等調整額  33,027  133,154  1.6

中間純利益       147,946  1.9
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  （２）（要約）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  281,100

減価償却費  103,190

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,875

賞与引当金の増減額（△は減少）  1,528

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,243

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  65,980

受取利息及び配当金 △17,303

支払利息  9,961

社債発行費  2,327

投資有価証券売却益 △225

固定資産除却損  3,479

会員権評価損  550

売上債権の増減額（△は増加）  1,162,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △324,193

仕入債務の増減額（△は減少） △747,738

その他  30,836

  小計  540,181

利息及び配当金の受取額  16,358

利息の支払額 △9,905

法人税等の支払額 △37,435

営業活動によるキャッシュ・フロー  509,199

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 △42,982

投資有価証券の取得による支出 △654,226

投資有価証券の売却による収入  404,971

その他 △1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー △293,882

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

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 △232,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,179

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,476

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △78,339

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中間期末残高  1,086,862
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30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）外部顧客に対する売上

高 
 2,720,946  669,891  1,018,912  3,605,378  8,015,129     ―  8,015,129

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
  ―     ―     ―     ―     ―     ―     ― 

計  2,720,946  669,891  1,018,912  3,605,378  8,015,129   ―  8,015,129

営業費用  2,464,974  602,765  920,182  3,378,878  7,366,800  253,453  7,620,253

営業利益  255,971  67,125  98,730  226,500  648,328 (253,453)  394,875

〔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           

(1）外部顧客に対する売上高  6,666,357  1,348,772  8,015,129   ―  8,015,129

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 649,475  25,120  674,595 (674,595)   ― 

計  7,315,832  1,373,892  8,689,725 (674,595)  8,015,129

営業費用  7,030,988  1,333,636  8,364,624 (744,371)  7,620,253

営業利益  284,844  40,255  325,100 69,775  394,875

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,688,995  1,302  1,690,297

 Ⅱ 連結売上高（千円) ― ―  8,015,129

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 21.1  0.0  21.1

日本フェンオール㈱（6870）　平成21年12月期　第２四半期決算短信

- 17 -




