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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策を背景として、個人消費、雇用情勢に一部回復

の傾向がみられるものの、海外経済の不確実性などから設備投資の伸びに力強さはなく、依然として先行きが

不透明な状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループは、家庭用ガス警報器関連、工業用定置式ガス検知警報器関連、携帯用

ガス検知器関連、さらには住宅用火災警報器の開発から、独自のガスセンサ技術を活かした保安機器や省エネ

ルギーに貢献する機器の開発など、より一層、安全で快適な環境づくりに貢献するために、高性能・高品質な

商品の開発に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は167億７千２百万円（前年同四半期比21.1％増）となりました。利益につきましては、

フィガロ技研株式会社の株式取得に関連する費用、のれんの償却に伴う費用の発生などの影響から、経常利益

は10億３千４百万円（前年同四半期比7.2％減）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は

５億３千８百万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。 

当社グループの事業は、ガス警報器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載の代わりに商

品別概況を記載いたしております。 

当社グループの商品別概況は、次のとおりであります。

①家庭用ガス警報器関連

都市ガス・ＬＰガス用ガス警報器及び警報器用ガスセンサの販売が好調に推移し、売上高は79億２千５百

万円（前年同四半期比37.1％増）となりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器関連 

海外向けガス検知警報器の販売が好調に推移し、売上高は46億２千万円（前年同四半期比2.7％増）とな

りました。 

③業務用携帯型ガス検知器関連 

鉄鋼業界向け一酸化炭素測定器の販売が堅調に推移し、売上高は33億２千６百万円（前年同四半期比

0.1％増）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

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の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ38億９千５百万円増加

して354億３千８百万円（前期末比12.4％増）となりました。 

これは主に、現金及び預金の減少９億９千４百万円、投資有価証券の減少６億５千４百万円があったもの

の、のれんの増加19億５千３百万円、たな卸資産の増加12億４千９百万円、有形固定資産の増加７億５千９

百万円、電子記録債権の増加７億６百万円によるものです。 

負債は、前連結会計年度に比べ22億９千６百万円増加して81億６千８百万円（前期末比39.1％増）となり

ました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少７億６千２百万円があったものの、電子記録債務の増加13億７千

４百万円、長期借入金の増加13億７千万円、１年内返済予定の長期借入金の増加２億１千万円、短期借入金

の増加１億５千万円によるものです。 

純資産は、前連結会計年度に比べ、15億９千９百万円増加して272億７千万円（前期末比6.2％増）となり

ました。 

これは主に、非支配株主持分の増加12億４千５百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億５千２百万

円によるものです。 

この結果、自己資本比率は73.1％(前期末比7.9％減)となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び財務

活動において増加したものの、投資活動において減少し、前連結会計年度末に比べ９億６千５百万円減少し

て79億１千１百万円（10.9％減）となりました。 
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当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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）

営業活動の結果得られた資金は、８億７千５百万円（前年同四半期比6.0％増）となりました。 

これは主に、法人税等の支払額４億７千万円及びたな卸資産の増加４億４千５百万円があったものの、

税金等調整前四半期純利益10億４千６百万円及び減価償却費７億３千３百万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） 

投資活動の結果流出した資金は、28億９千７百万円（前年同四半期比203.5％増）となりました。 

これは主に、投資有価証券の売却による収入10億６千４百万円があったものの、連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出34億８千４百万円及び有形固定資産の取得による支出４億４千万円による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、11億４千６百万円（前年同四半期は２億９千７百万円の資金流出）と

なりました。 

これは主に、配当金の支払２億９千６百万円があったものの、長期借入れによる収入15億円によるもの

であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成28年11月11日の「平成29年３月期 第２四半期決算短信」で公表いたし

ました通期の連結業績予想に変更はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。 

（２）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 

① 連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、株式の取得によりフィガロ技研株式会社、Figaro USA,Inc.、費加羅傳感

科技（上海）有限公司を連結の範囲に含めております。 

また、当第３四半期連結会計期間より、NEW COSMOS ELECTRIC KOREA CO.,LTD.を新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

② 持分法適用の範囲の重要な変更 

第２四半期連結会計期間より、フィガロ技研株式会社の株式取得に伴い天津費加羅電子有限公司、上海

松江費加羅電子有限公司を持分法適用の範囲に含めております。

（３）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。

（４）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務

対応報告第32号  平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した

建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（５）追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準第26号  平成28年３月28日）を第１四半期

連結会計期間から適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,175,714 8,181,060 

受取手形及び売掛金 5,766,247 5,837,806 

電子記録債権 390,745 1,097,264 

商品及び製品 1,524,181 1,731,649 

仕掛品 1,151,360 1,639,187 

原材料及び貯蔵品 1,362,394 1,917,039 

繰延税金資産 196,799 256,575 

その他 170,927 212,185 

貸倒引当金 △90,532 △80,022 

流動資産合計 19,647,839 20,792,746 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,562,902 2,611,113 

機械装置及び運搬具（純額） 490,911 852,788 

土地 2,881,713 3,149,257 

建設仮勘定 161,775 150,097 

その他（純額） 461,552 555,317 

有形固定資産合計 6,558,856 7,318,575 

無形固定資産    

ソフトウエア 397,920 331,874 

ソフトウエア仮勘定 7,630 11,300 

のれん － 1,953,886 

その他 33,917 36,184 

無形固定資産合計 439,467 2,333,245 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,204,848 3,550,580 

繰延税金資産 58,169 59,601 

退職給付に係る資産 56,875 106,042 

その他 578,392 1,281,154 

貸倒引当金 △1,460 △3,157 

投資その他の資産合計 4,896,825 4,994,221 

固定資産合計 11,895,149 14,646,043 

資産合計 31,542,988 35,438,790 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,725,691 1,963,237 

電子記録債務 － 1,374,656 

短期借入金 － 150,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 210,000 

未払法人税等 206,620 223,246 

賞与引当金 354,352 231,440 

製品保証引当金 123,816 123,364 

その他 1,238,124 1,104,772 

流動負債合計 4,648,605 5,380,717 

固定負債    

長期借入金 － 1,370,000 

退職給付に係る負債 956,136 972,570 

役員退職慰労引当金 190,741 264,543 

繰延税金負債 70,493 172,313 

その他 6,307 8,374 

固定負債合計 1,223,678 2,787,801 

負債合計 5,872,284 8,168,519 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,460,000 1,460,000 

資本剰余金 934,443 933,171 

利益剰余金 22,492,625 22,734,208 

自己株式 △285,817 △285,817 

株主資本合計 24,601,251 24,841,562 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 811,322 1,064,167 

為替換算調整勘定 100,875 △19,992 

退職給付に係る調整累計額 37,902 19,404 

その他の包括利益累計額合計 950,100 1,063,578 

非支配株主持分 119,352 1,365,129 

純資産合計 25,670,704 27,270,271 

負債純資産合計 31,542,988 35,438,790 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（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） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 13,846,553 16,772,101 

売上原価 7,417,177 9,582,028 

売上総利益 6,429,376 7,190,072 

販売費及び一般管理費 5,403,966 6,321,772 

営業利益 1,025,409 868,300 

営業外収益    

受取利息 17,948 13,337 

受取配当金 39,294 43,508 

持分法による投資利益 － 23,916 

為替差益 － 37,600 

その他 47,197 58,915 

営業外収益合計 104,440 177,277 

営業外費用    

支払利息 － 3,282 

為替差損 811 － 

その他 14,267 7,640 

営業外費用合計 15,078 10,922 

経常利益 1,114,770 1,034,655 

特別利益    

固定資産売却益 159 － 

投資有価証券売却益 － 12,443 

特別利益合計 159 12,443 

特別損失    

固定資産売却損 275 － 

固定資産除却損 4,680 332 

訴訟和解金 244,000 － 

特別損失合計 248,956 332 

税金等調整前四半期純利益 865,973 1,046,766 

法人税等 357,502 431,536 

四半期純利益 508,471 615,230 

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,616 77,004 

親会社株主に帰属する四半期純利益 503,854 538,225 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 508,471 615,230 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △131,843 253,515 

為替換算調整勘定 △16,318 △101,015 

退職給付に係る調整額 △22,056 △18,497 

持分法適用会社に対する持分相当額 － △8,604 

その他の包括利益合計 △170,218 125,397 

四半期包括利益 338,252 740,628 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 333,636 651,704 

非支配株主に係る四半期包括利益 4,616 88,923 
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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） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28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 865,973 1,046,766 

減価償却費 594,625 733,029 

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,796 332 

投資有価証券売却損益（△は益） － △12,443 

訴訟和解金 244,000 － 

のれん償却額 － 67,375 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,735 △9,630 

賞与引当金の増減額（△は減少） △172,656 △171,911 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,395 △452 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △38,233 △59,559 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,947 21,444 

受取利息及び受取配当金 △57,242 △56,845 

支払利息 － 3,282 

持分法による投資損益（△は益） － △23,916 

売上債権の増減額（△は増加） 359,515 511,360 

たな卸資産の増減額（△は増加） △771,923 △445,209 

仕入債務の増減額（△は減少） 432,099 △176,918 

その他 113,319 △149,496 

小計 1,553,196 1,277,207 

利息及び配当金の受取額 64,603 72,015 

利息の支払額 － △3,630 

訴訟和解金の支払額 △244,000 － 

法人税等の支払額 △547,994 △470,267 

営業活動によるキャッシュ・フロー 825,804 875,324 

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 △578,093 △440,036 

有形固定資産の売却による収入 1,907 － 

無形固定資産の取得による支出 △43,181 △52,940 

投資有価証券の取得による支出 △364,274 △7,534 

投資有価証券の売却による収入 － 1,064,650 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △3,484,835 

貸付金の回収による収入 5,175 4,570 

その他 23,558 18,218 

投資活動によるキャッシュ・フロー △954,909 △2,897,908 

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） － △30,000 

長期借入れによる収入 － 1,500,000 

長期借入金の返済による支出 － △75,000 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入 － 48,158 

配当金の支払額 △296,671 △296,518 

非支配株主への配当金の支払額 △480 △480 

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,151 1,146,160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,440 △88,963 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441,695 △965,386 

現金及び現金同等物の期首残高 8,886,154 8,876,606 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,444,458 7,911,219 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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