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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 22,212 △14.8 440 23.6 435 11.3 308 ―

21年3月期第3四半期 26,056 ― 356 ― 391 ― △16 ―

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

22年3月期第3四半期 16.07 ―

21年3月期第3四半期 △0.84 ―

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

22年3月期第3四半期 44,423 39,456 86.8 2,007.28
21年3月期 45,015 39,402 85.5 2,002.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  38,575百万円 21年3月期  38,483百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  
    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 31,800 △10.8 300 △68.7 300 △73.6 200 △48.9 10.41
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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１０月２６日に通期業績予想の修正を公表しております。 
２．上記の業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と 
  異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 

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） 22年3月期第3四半期 20,674,128株 21年3月期  20,674,128株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,456,101株 21年3月期  1,455,558株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 19,218,244株 21年3月期第3四半期 19,622,622株
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【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 

平成２１年４月１日から１２月３１日までの９カ月間（以下、当第３四半期）のわが国の経

済は、国内外の経済対策によって需要が喚起された一部の業種では改善の兆しが見られるもの

の、依然として企業収益は減少傾向にあり、雇用情勢についても厳しい状況にあるなど先行き

の見通しは不透明なまま推移いたしました。 

このような経済情勢を受け、国内の住宅設備の分野におきましては、引き続き住宅取得意欲

は低下していることから、住宅の販売戸数は低迷しており、新設住宅着工戸数は大幅に減少い

たしました。海外市場におきましても、世界規模の景気後退の影響により需要が減少いたしま

した。 

このような状況の中で、当社はお客様のニーズに応えるべく、新製品の開発と積極的な営業

活動を展開して業績の向上に努めてまいりました。 

当第３四半期の品目別販売状況は、テレビインターホン機器につきましては、海外市場向け

に発売しているカラーテレビドアホン“ＪＫシリーズ”やアパートシステム“ＧＨシステム”

の販売が欧州において好調に推移いたしました。また、国内においては、管理会社等へのリニ

ューアル営業を積極的に展開した結果、集合リニューアル市場での売上が増加いたしましたが、

国内における新設住宅着工戸数の減少に伴う納入物件の大幅な減少や市場における競争が厳

しく販売台数が伸び悩んだ結果、売上高は前年同四半期比１３.０％減少いたしました。 

ケアインターホン機器につきましては、新設病院着工件数の減少の影響や景気減速による設

備投資の減少等によりナースコールシステムの売上が減少した結果、売上高は前年同四半期比

１７.５％減少いたしました。 

これらの結果、当第３四半期の連結の経営成績は、売上高２２２億１千２百万円（前年同四

半期比１４.８％減）となりました。利益面につきましては、減収幅が大きかったものの、販

売促進費の見直しなど経費削減の取り組みを強化したことや前期に発生したリコール費用が

無くなったことによるアフターサービス費の減少等により、営業利益は４億４千万円（前年同

四半期比２３.６％増）、経常利益は４億３千５百万円（前年同四半期比１１.３％増）となり

ました。また、投資有価証券評価損等の影響により四半期純利益は３億８百万円（前年同四半

期は四半期純損失１千６百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は４４４億２千３百万円（前期末４５０億１千５百万円）と

なり５億９千２百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が１５億７千８百万円増

加したものの、受取手形及び売掛金が１８億３千２百万円減少、たな卸資産が４億４千３百万

円減少したことによるものであります。 
負債は４９億６千６百万円（前期末５６億１千２百万円）となり６億４千６百万円減少いた

しました。これは主に、未払費用が６億５千１百万円減少したことによるものであります。 
純資産は３９４億５千６百万円（前期末３９４億２百万円）となり５千４百万円増加いたし

ました。これは主に、為替換算調整勘定が１億１千４百万円減少、利益剰余金が７千５百万円

減少したものの、その他有価証券評価差額金が２億８千１百万円増加したことによるものであ

ります。 
 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は１４２億１千４百万円となり、前期末

と比較して１１億６千３百万円の増加となりました。 
当第３四半期におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益３億６千４百万円となり、

売上債権の減少１８億４千１百万円、たな卸資産の減少４億１千４百万円などにより２４億４

アイホン㈱（6718）平成22年3月期　第3四半期決算短信

3



 

千１百万円の収入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入７億２千万円があったも

のの、定期預金の預入による支出８億５千８百万円や公社債等を中心とした投資有価証券の取

得による支出６億６千３百万円などにより７億４千９百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、当社の配当金支払額３億８千４百万円などにより４

億１百万円の支出となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報  

新設住宅市場をはじめとし当社を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況にあります。 

このような状況の中、当第３四半期の業績は、本資料１ページ目に記載の通りでありますが、

今後の動向については慎重に判断する必要があることから現時点においては平成２１年１０

月２６日に公表いたしました業績予想から変更しておりません。 

 

尚、本資料に記載されている業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因により本資料に記載された予想数値と

異なる場合があります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

（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 

 

① 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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

② 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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しており

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 

 
完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）

および「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平

成 19 年 12 月 27 日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比

例法）を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,951 11,373

受取手形及び売掛金 7,175 9,008

有価証券 2,218 2,438

製品 3,547 3,486

仕掛品 1,402 1,732

原材料 2,086 2,260

繰延税金資産 566 505

その他 305 360

貸倒引当金 △50 △47

流動資産合計 30,203 31,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,371 5,050

減価償却累計額 △3,453 △3,348

建物及び構築物（純額） 1,917 1,702

機械装置及び運搬具 1,112 1,089

減価償却累計額 △754 △736

機械装置及び運搬具（純額） 358 353

工具、器具及び備品 5,572 5,525

減価償却累計額 △4,996 △4,894

工具、器具及び備品（純額） 575 630

土地 2,474 2,471

リース資産 53 50

減価償却累計額 △12 △4

リース資産（純額） 41 45

建設仮勘定 5 296

有形固定資産合計 5,374 5,500

無形固定資産

その他 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 7,788 7,159

繰延税金資産 398 559

その他 658 707

貸倒引当金 △1 △28

投資その他の資産合計 8,845 8,397

固定資産合計 14,220 13,897

資産合計 44,423 45,015
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,162 1,238

リース債務 15 14

未払法人税等 37 47

製品保証引当金 167 238

賞与引当金 407 －

その他 1,586 2,449

流動負債合計 3,377 3,988

固定負債

リース債務 42 50

繰延税金負債 2 2

再評価に係る繰延税金負債 155 157

退職給付引当金 318 348

その他 1,070 1,065

固定負債合計 1,588 1,624

負債合計 4,966 5,612

純資産の部

株主資本

資本金 5,388 5,388

資本剰余金 5,383 5,383

利益剰余金 32,694 32,769

自己株式 △2,475 △2,474

株主資本合計 40,991 41,067

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 336 54

繰延ヘッジ損益 0 －

土地再評価差額金 △2,369 △2,371

為替換算調整勘定 △382 △267

評価・換算差額等合計 △2,415 △2,584

少数株主持分 880 919

純資産合計 39,456 39,402

負債純資産合計 44,423 45,015
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 26,056 22,212

売上原価 15,700 12,974

売上総利益 10,356 9,238

販売費及び一般管理費 9,999 8,797

営業利益 356 440

営業外収益

受取利息 86 49

受取配当金 76 74

受取家賃 30 28

受託開発収入 20 52

その他 26 28

営業外収益合計 240 232

営業外費用

支払利息 6 5

売上割引 141 125

為替差損 11 45

受託開発費用 17 27

その他 28 34

営業外費用合計 205 237

経常利益 391 435

特別利益

固定資産売却益 8 1

特別利益合計 8 1

特別損失

固定資産除却損 9 6

投資有価証券評価損 187 64

貸倒引当金繰入額 － 0

会員権評価損 1 －

特別損失合計 198 72

税金等調整前四半期純利益 201 364

法人税、住民税及び事業税 203 29

少数株主利益 14 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16 308
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12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利益 201 364

減価償却費 540 432

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 △22

賞与引当金の増減額（△は減少） 308 407

未払費用の増減額（△は減少） △1,004 △657

退職給付引当金の増減額（△は減少） △160 △27

製品保証引当金の増減額（△は減少） △10 △70

受取利息 △86 △49

受取配当金 △76 △74

為替差損益（△は益） 79 △7

支払利息 6 5

投資有価証券評価損益（△は益） 187 64

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △1

有形固定資産除却損 9 6

会員権評価損 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,144 1,841

たな卸資産の増減額（△は増加） △282 414

仕入債務の増減額（△は減少） 229 △69

その他 35 △142

小計 2,132 2,413

利息及び配当金の受取額 159 127

利息の支払額 △5 △4

法人税等の支払額 △485 △93

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,801 2,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △298 △858

定期預金の払戻による収入 － 420

有価証券の取得による支出 － △99

有価証券の償還による収入 700 720

有形固定資産の取得による支出 △391 △290

有形固定資産の売却による収入 38 1

投資有価証券の取得による支出 △1,233 △663

投資有価証券の売却による収入 13 20

その他 △15 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,187 △749

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △737 △0

リース債務の返済による支出 － △11

配当金の支払額 △693 △384

少数株主への配当金の支払額 △10 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,441 △401

現金及び現金同等物に係る換算差額 △577 △127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,404 1,163

現金及び現金同等物の期首残高 13,789 13,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,385 14,214
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

 該当事項は、ありません。

【事業の種類別セグメント】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

当社および連結子会社は、電気通信機器を製造・販売する単一の事業分野において営業活動を行って

おりますので、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

当社および連結子会社は、電気通信機器を製造・販売する単一の事業分野において営業活動を行って

おりますので、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) （単位：百万円）

(注) １ 国または地域の区分の方法…地理的近接度によっております。

２ その他の地域に属する主な国または地域…ベルギー、フランス、中国(香港)、ベトナム

３ 会計処理の方法の変更

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）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は156百万円

減少しております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) （単位：百万円）

(注) １ 国または地域の区分の方法…地理的近接度によっております。

２ その他の地域に属する主な国または地域…ベルギー、フランス、中国(香港)、ベトナム

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日 本 米 国 タ イ
その他の

計
消去又は

連 結
地 域 全 社

  売上高

(1) 外部顧客に
21,133 2,829 ― 2,093 26,056 ― 26,056

   対する売上高

(2) セグメント間の内部
3,288 5 5,262 411 8,968 (8,968) ―

   売上高又は振替高

計 24,421 2,835 5,262 2,505 35,025 (8,968) 26,056

営業利益 108 9 335 47 501 (144) 356

日 本 米 国 タ イ
その他の

計
消去又は

連 結
地 域 全 社

  売上高

(1) 外部顧客に
17,816 2,402 ― 1,993 22,212 ― 22,212

   対する売上高

(2) セグメント間の内部
2,396 2 4,228 268 6,896 (6,896) ―

   売上高又は振替高

計 20,213 2,405 4,228 2,261 29,108 (6,896) 22,212

営業利益又は営業損失 23 84 △4 65 169 271 440
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【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) （単位：百万円）

(注) １ 国または地域の区分の方法…地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国または地域

(1) 北    米……米国、カナダ

(2) その他の地域……ベルギー、フランス、ドイツ、中国、オーストラリア、サウジアラビア、チリ

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、

連結会社間の内部売上高を除く）であります。

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) （単位：百万円）

(注) １ 国または地域の区分の方法…地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国または地域

(1) 北    米……米国、カナダ

(2) その他の地域……ベルギー、フランス、ドイツ、中国、オーストラリア、サウジアラビア、チリ

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、

連結会社間の内部売上高を除く）であります。

北 米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 2,829 3,150 5,979

Ⅱ 連結売上高 ― ― 26,056

Ⅲ 連結売上高に占める
    海外売上高の割合(%)

10.8% 12.1% 22.9%

北 米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 2,402 2,842 5,245

Ⅱ 連結売上高 ― ― 22,212

Ⅲ 連結売上高に占める
    海外売上高の割合(%)

10.8% 12.8% 23.6%
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) （単位：百万円）

(注) 平成20年４月１日の取締役会決議に基づき、自己株式を584百万円、平成20年６月27日の取締役会決議に基づ

き、自己株式を151百万円取得しております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

該当事項は、ありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 5,388 5,383 33,019 △1,264 42,527

当第３四半期末までの変動額

剰余金の配当 △693 △693

四半期純損失 △16 △16

自己株式の取得 (注) △737 △737

土地再評価差額金の取崩 △6 △6

実務対応報告第18号初年度
適応調整額

77 77

当第３四半期末までの
変動額合計

― ― △638 △737 △1,376

当第３四半期末残高 5,388 5,383 32,381 △2,001 41,151
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【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績                                                       （単位：百万円）

(注) １ 事業部門間の取引はありません。

２ 金額は、販売価格によっております。

３ 金額には、消費税は含まれておりません。

(2)受注実績

当社および連結子会社は、主として需要見込みによる生産方式をとっておりますので記載を

省略しております。

(3)販売実績                                                       （単位：百万円）

(注) １ 事業部門間の取引はありません。

２ 金額には、消費税は含まれておりません。

6. その他の情報

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

一般インターホン機器 3,186 2,583

セキュリティインターホン機器 2,060 1,601

テレビインターホン機器 15,208 13,042

ケアインターホン機器 2,467 1,957

情報通信機器 566 468

その他機器 2,676 2,060

合計 26,166 21,713

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

  至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

一般インターホン機器 3,171 2,638

セキュリティインターホン機器 2,102 1,670

テレビインターホン機器 15,255 13,269

ケアインターホン機器 2,473 2,041

情報通信機器 544 486

その他機器 2,508 2,105

合計 26,056 22,212
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