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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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12月期第3四半期 9,253 ― △111 ― 1 ― 18 ―

20年12月期第3四半期 11,888 ― 468 ― 370 ― 180 ―

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3四半期 3.09 ―

20年12月期第3四半期 30.60 ―

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3四半期 11,125 5,314 47.8 901.81
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3四半期  5,314百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 13,446 △22.9 95 △88.2 222 △56.0 148 ― 25.19
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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７月31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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 5,893,000株 20年12月期第3四半期 5,893,000株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部回復の兆候が見られるものの、企業の生産活動

の減少、設備投資の抑制、また、雇用情勢の悪化と個人消費の低迷等、先行き不透明感が継続しており、非常に

厳しい経営環境となりました。 

 このような経営環境の下、当第３四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、設備投資の抑制、生産部品の内製化率の向上をは

じめとする様々な原価低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9,330百万

円、売上高は9,253百万円となりました。 

 利益面につきましては、当第３四半期連結会計期間においては、回復基調が見られるものの、売上高減少にと

もなう長野工場の操業度低下による不良原価差異発生の影響等により、売上総利益が減少したこと、住宅用火災

警報器「煙雷（えんらい）」の自主回収および無償交換費用を今後発生すると見込まれる金額を含め、販売費お

よび一般管理費として157百万円計上したこと等により、営業損失は111百万円となりました。経常利益につきま

しては、第３四半期においては急激な円高となったものの、第２四半期まで円安傾向が続いたことによる為替差

益が95百万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24百万円を特別利益に計上したこと等により18百万円となり

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、ガス消火設備

および高付加価値製品である爆発抑制装置等を中心に差別化営業を積極的に展開してまいりましたが、住宅用火

災警報器「煙雷（えんらい）」の自主回収問題と大型工事案件の工期遅延等により、受注、売上ともに予想を下

廻って推移いたしました。 

以上の結果、受注高は3,881百万円、売上高は3,833百万円となりました。 

   

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てお

りますが、一部において上向き基調も見え始めたことにより、当社主力製品の一つである温度センサー、熱板の

受注と売上が若干上向いてまいりました。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シリーズにおいても、徐々に出荷台数が増加してまいりました。 

 以上の結果、受注高は614百万円、売上高は569百万円となりました。 

   

メディカル部門 

主力製品である人工腎臓透析装置において、販売元の在庫調整も徐々に進展し、ほぼ昨年並みの在庫量となっ

たことにより、販売量が増加してまいりました。しかしながら、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、出荷も低迷状況が続いております。 

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582百万円、売上高は638百万円となりました。 

  

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ております。しかしながら、第１、２

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したことにより減産状態にありましたが、第３四半期

連結会計期間においては新製品を中心に受注、売上が回復してまいりました。一方、国内生産におきましては、

客先の減産が継続しており受注、売上が大幅に減少したまま推移しております。 

以上の結果、受注高は4,252百万円、売上高は4,212百万円となりました。 

   

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は11,125百万円となり、前連結会計年度末12,989百万円に比べ

1,864百万円（14.4%）減少しております。主要因は、売掛債権回収にともなう受取手形及び売掛金の減少1,476百

万円（32.2％）、完成工事未収入金の減少1,018百万円（51.8％）および売掛債権回収にともなう現金及び預金の

増加587百万円（44.0％）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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 負債総額は5,811百万円となり、前連結会計年度末7,574百万円に比べ1,763百万円（23.3%）減少しておりま

す。主要因は、仕入減少、在庫削減にともなう支払手形及び買掛金の減少1,636百万円（41.3％）等によるもので

あります。 

 純資産合計は5,314百万円となり、前連結会計年度末5,415百万円に比べ100百万円（1.9%）減少しております。

主要因は、剰余金の配当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３四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587百万円増加し、1,920百万円となりました。 

 当第３四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、758百万円となりました。これは、主に売上債権の減少2,489百万円、仕入債

務の減少1,872百万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、186百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得85百万円および満

期保有目的の債券取得100百万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、10百万円であります。これは主に配当金の支払157百万円および短期借入金の

増加147百万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７月31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「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３四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

断に関しては前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場

合には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に当該著しい変化の影響を加

味したものを利用する方法によっております。  

  

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

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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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３四半期連結累計期間の営業損失が17,322千円増加し、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ17,322千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、その回収状況お

よ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よ

り、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。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,920,016 1,332,921

受取手形及び売掛金 3,104,103 4,580,942

完成工事未収入金 947,273 1,965,393

製品 209,424 312,361

原材料 1,178,828 1,341,239

仕掛品 333,584 404,174

未成工事支出金 826,667 541,955

その他 110,299 49,058

貸倒引当金 △2,085 △26,515

流動資産合計 8,628,112 10,501,530

固定資産   

有形固定資産 1,195,129 1,312,180

無形固定資産 22,334 27,111

投資その他の資産   

その他 1,301,418 1,170,762

貸倒引当金 △21,589 △21,886

投資その他の資産合計 1,279,829 1,148,875

固定資産合計 2,497,292 2,488,167

資産合計 11,125,405 12,989,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,326,072 3,962,915

工事未払金 347,097 576,628

短期借入金 1,555,945 1,414,120

未払法人税等 10,856 17,002

賞与引当金 92,732 －

製品自主回収引当金 13,860 －

その他 483,002 590,676

流動負債合計 4,829,566 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 46,868 73,915

退職給付引当金 430,244 432,069

その他 4,343 7,354

固定負債合計 981,456 1,013,339

負債合計 5,811,022 7,574,682
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 2,831,836 2,972,751

株主資本合計 5,288,953 5,429,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,115 3,445

為替換算調整勘定 △22,687 △18,297

評価・換算差額等合計 25,428 △14,852

純資産合計 5,314,382 5,415,016

負債純資産合計 11,125,405 12,989,698
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,253,101

売上原価 7,838,716

売上総利益 1,414,384

販売費及び一般管理費 1,525,416

営業損失（△） △111,031

営業外収益  

受取利息 2,653

受取配当金 13,067

為替差益 95,169

その他 23,141

営業外収益合計 134,032

営業外費用  

支払利息 20,968

その他 747

営業外費用合計 21,716

経常利益 1,284

特別利益  

固定資産売却益 291

貸倒引当金戻入額 24,339

特別利益合計 24,630

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 12,969

特別損失合計 18,943

税金等調整前四半期純利益 6,971

法人税、住民税及び事業税 28,361

法人税等調整額 △39,585

法人税等合計 △11,224

四半期純利益 18,195
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,095,058

売上原価 2,614,487

売上総利益 480,571

販売費及び一般管理費 454,524

営業利益 26,046

営業外収益  

受取利息 297

受取配当金 512

助成金収入 6,872

その他 1,722

営業外収益合計 9,404

営業外費用  

支払利息 6,689

為替差損 30,448

その他 249

営業外費用合計 37,387

経常損失（△） △1,936

特別損失  

投資有価証券評価損 7,709

特別損失合計 7,709

税金等調整前四半期純損失（△） △9,645

法人税、住民税及び事業税 6,374

法人税等調整額 △7,708

法人税等合計 △1,333

四半期純損失（△） △8,312
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 6,971

減価償却費 179,056

減損損失 4,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,727

賞与引当金の増減額（△は減少） 92,732

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,824

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,047

製品自主回収引当金の増減額（△は減少） 13,860

受取利息及び受取配当金 △15,720

支払利息 20,968

為替差損益（△は益） △27,799

固定資産売却損益（△は益） △291

投資有価証券評価損益（△は益） 12,969

助成金収入 △12,136

固定資産除却損 1,418

売上債権の増減額（△は増加） 2,489,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,530

仕入債務の増減額（△は減少） △1,872,714

その他 △105,704

小計 785,340

利息及び配当金の受取額 15,492

利息の支払額 △19,900

助成金の受取額 5,195

法人税等の支払額 △28,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,014

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 △85,325

投資有価証券の取得による支出 △288,399

投資有価証券の売却による収入 192,000

その他 △4,552

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,276

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） 147,265

配当金の支払額 △157,773

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 587,094

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 1,920,016
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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 2,446千円、「サーマル部門」

で 1,393千円、「メディカル部門」で 14千円、「ＰＷＢＡ部門」で 1,911千円減少しております。 

  

（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  957,062  244,727  273,680  1,619,588  3,095,058 ―  3,095,058

営業利益  37,331  28,892  5,368  79,548  151,140   △125,094  26,046
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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 7,328千円、「ＰＷＢＡ部門」

で 5,724千円減少し、営業損失が「サーマル部門」で 4,194千円、「メディカル部門」で 74千円増加してお

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  3,833,060  569,487  638,519  4,212,033  9,253,101 ―  9,253,101

営業利益又は 

営業損失(△)  
 107,948  △15,751  △38,311  166,123  220,009   △331,040  △111,031
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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 5,766千円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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 17,322千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  2,472,865  938,511  3,411,377  △316,318  3,095,058

 営業利益又は営業損失(△)  △39,002  37,342  △1,659  27,706  26,046

  
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  7,695,757  2,369,451  10,065,208  △812,107  9,253,101

 営業利益又は営業損失(△)  △304,597  87,050  △217,546  106,514  △111,031
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９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、シンガポール 

(2)その他の地域・・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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９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）  1,019,341  153  1,019,494

 Ⅱ 連結売上高（千円) ―  ―  3,095,058

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 32.9  0.0  32.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,539,871  1,054  2,540,925

 Ⅱ 連結売上高（千円) ― ―  9,253,101

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
27.5 0.0 27.5 

（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３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  11,888,376

Ⅱ 売上原価  9,836,216

売上総利益  2,052,159

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,583,346

営業利益  468,813

Ⅳ 営業外収益      

受取利息  1,243

受取配当金  16,469

その他  4,278

営業外収益計   21,991

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息  15,818

 支払手数料  1,177

 社債発行費  2,327

 為替差損  100,040

 その他  669

営業外費用計  120,034

経常利益  370,769

Ⅵ 特別利益      

 投資有価証券売却益  225

 貸倒引当金戻入益  9,230

特別利益計  9,455

Ⅶ 特別損失      

 固定資産除却損  10,922

 ゴルフ会員権評価損  550

 過年度役員退職慰労引当
金繰入額  59,962

 その他  50

特別損失計  71,485

税金等調整前四半期純利益  308,740

法人税、住民税及び事業税  68,439

法人税等調整額  59,965

四半期純利益  180,334
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30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３四半期） 

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  308,740

減価償却費  163,734

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,230

賞与引当金の増減額（△は減少）  129,728

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,623

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  69,948

受取利息及び配当金 △17,713

支払利息  15,818

社債発行費  2,327

投資有価証券売却益 △225

固定資産除却損  10,922

会員権評価損  550

売上債権の増減額（△は増加）  1,021,960

たな卸資産の増減額（△は増加） △722,135

仕入債務の増減額（△は減少） △707,937

その他  141,382

小計  379,771

利息及び配当金の受取額  19,476

利息の支払額 △17,525

法人税等の支払額 △130,353

営業活動によるキャッシュ・フロー  251,369

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 △88,197

投資有価証券の取得による支出 △654,497

投資有価証券の売却による収入  404,971

その他 △7,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,134

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  300,000

社債の発行による収入  197,672

社債の償還による支出 △260,000

配当金の支払額 △233,533

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,138

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,855

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △127,482

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  1,037,718
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９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  4,057,890  1,017,493  1,412,083  5,400,908  11,888,376 ―  11,888,376

営業費用  3,742,107  923,027  1,298,246  5,068,750  11,032,131  387,431  11,419,563

営業利益  315,782  94,466  113,837  332,158  856,244 (387,431)  468,813

〔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  10,846,107  2,104,442  12,950,549 (1,062,173)  11,888,376

営業費用  10,533,156  2,052,074  12,585,231 (1,165,668)  11,419,563

営業利益  312,950  52,367  365,318  103,494  468,813

日本フェンオール㈱（6870）　平成21年12月期　第３四半期決算短信

－17－




