
 

- 1 - 

平成18年３月期   決算短信（連結） 平成18年５月15日 

会 社 名  ニッポ電機株式会社          上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６６５７               本社所在都道府県 神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.nippo-web.com） 

代  表  者   役  職  名   代表取締役社長 

          氏    名   加藤 勇 

問い合わせ先  責任者役職名   執行役員管理部長 

          氏    名   加藤 重隆    ＴＥＬ（0463）22－1946     

決算取締役会開催日  平成18年５月15日 

親会社等の名称 大日本塗料株式会社（コード番号：４６１１） 親会社等における当社の議決権所有比率 67.1％ 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(1) 連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
8,283（ 4.9）
7,896（ 6.8）

百万円   ％
695（24.7）
557（22.6）

百万円   ％
613（19.3）
514（28.4）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
358（  60.9） 
222（△14.0） 

円  銭
   70   97 
  477   72 

円  銭
－  － 
－  － 

％
13.9
11.5

％ 
7.8 
7.1 

％
7.4
6.5

(注)①持分法投資損益      18年３月期      －百万円   17年３月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期      5,045,333株  17年３月期      465,950株 

③会計処理の方法の変更   有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成17年８月11日付けで普通株式１株につき10株の分割を行っております。平成18年３月期の１株当たり当 

 期純利益は、期首に分割が行われたものとして算出しております。 

⑥平成18年３月17日を払込期日として公募による普通株式1,000,000株を発行し、発行済株式数は5,962,000株 

  となりました。 

(2) 連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
8,266 
7,434 

百万円
3,065
2,077

％ 
37.1 
28.0 

円   銭
       514      19
     4,187      48

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期   5,962,000株     17年３月期    496,200株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
362 
156 

百万円
△144
△332

百万円 
359 
221 

百万円
993
414

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数   ３社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   －社   (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 

 



 

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
4,182 
8,500 

百万円
349 
812 

百万円
198 
463 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  77円65銭 

 

※上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結

果と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あたっての注意事項等につき

ましては、添付資料の7ページを参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、親会社（大日本塗料株式会社）、当社（ニッポ電機株式会社）、

子会社３社で構成されており、親会社（大日本塗料株式会社）は塗料事業を主たる業務とし、当社グループは

蛍光ランプ、紫外線殺菌ランプ、安定器、照明器具の製造・販売を主たる業務としております。 

 当社企業集団の事業内容及び当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（店舗照明部門） 

 商業施設等で使用される空間照明、棚下照明及び建築物の演出照明の分野を中心に当社、子会社のニッポ電

工株式会社及び東京ニッポサービス株式会社で蛍光ランプ、安定器、照明器具を製造し、当社で販売しており

ます。 

 また、当社で販売いたしました製品の電気・内装工事の一部を子会社のニッポエンジニアリング株式会社に

委託しております。 

（建築化照明部門） 

 建築物の一部分に組み込まれる間接照明の分野を中心に、当社で製造する蛍光ランプ、子会社のニッポ電工

株式会社で製造する安定器、器具を当社で販売しております。 

 また、当社で販売いたしました製品の電気・内装工事の一部を子会社のニッポエンジニアリング株式会社に

委託しております。 

（紫外線部門） 

 半導体製造工場、食品関連工場、病院、研究所等を中心に、洗浄水殺菌、製品の表面殺菌、空気殺菌を目的

とした紫外線殺菌ランプを当社で製造・販売しております。 

（輸出部門） 

 MIC Specialty Chemicals Co.,Ltdと業務委託契約を結び、三菱商事株式会社を経由して、米国市場において

当社及び子会社のニッポ電工株式会社で製造する蛍光ランプ、安定器、照明器具の販売を委託しております。 

 

  ［事業系統図］ 

    以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 〈国 内 取 引 先〉 〈海外取引先〉

（注） ○印 連結子会社 

海外代理店

MIC Specialty 

Chemicals Co.,Ltd

工事会社 

製品工場 

製品

業務委託契約先

製品

製品

製品（安定器・照明器具）

商業施設（百貨店・スーパー等）・オフィスビル 

製品（蛍光ランプ）

材料（硝子管）

製品工場 

製品

当 社（製造・販売） 

国内代理店(2,856店) 

大手内装店 

照明器具メーカー 

電材卸店 

電気工事店 

委託

製品
製品

○ニッポエンジニアリング㈱ 

三菱商事㈱

○ニッポ電工㈱ 

○東京ニッポサービス㈱ 

電気工事
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

 当社グループは、「顧客第一主義」を重視し、スリムランプのパイオニアとして蛍光ランプとその関連器具

の製造に取り組んでまいりました。顧客が要望する店舗・環境作りに寄与する光を創り続けており、商品を照

らす光、間接照明、連続的な光など使いよいランプの多様性に力を注ぎ、同時に綿密なコミュニケーションと

フットワークでさまざまなオーダーにも対応できるサービスシステムを築いてまいりました。 

 今後とも顧客サービスの向上を追求しながら、顧客のニーズに沿った蛍光ランプ、照明器具を数多く提供し、

社会的責任を果たしながら収益力を高め事業の拡大に取り組んでまいります。 

 

（２）利益配分に関する考え方 

 当社は、利益配分につきましては、配当政策を最重要政策のひとつとして位置づけておりますが、着実に利

益を確保できる経営体質の基盤構築に努めることにより、安定した配当を継続して実施して行くことを基本方

針としております。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を

高め、市場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効

投資してまいりたいと考えております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性の向上を図り、より多くの投資家の参加を促す観点から、投資単位の引下げを資本政

策上の重要な施策として認識しております。このような認識の下、平成17年８月11日付けで１株につき10株の

株式分割を行いました。 

  

（４）目標とする経営指標 

 当社グループの重視する経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。具体的な目標数値は売上高

100億円、売上高経常利益率10％を中・長期的な目標に掲げ事業展開をしております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 売上高100億円、売上高経常利益率10％を達成するため当社グループは、安定的需要の確保として店舗用照明

市場を中心に用途別営業展開を強化し拡大深耕を図ってまいります。 

 建築化照明部門においては、設計事務所・デザイナーへの指名活動を強化し、更に、新規開発した防水器具

の市場展開により販売の拡大を行ってまいります。 

 紫外線部門においては、紫外線殺菌ランプの新商品開発により顧客満足度を高め、新用途、新市場の開発に

努めてまいります。 

 新規事業展開として、当社のコア技術を使用しサイン市場への展開を図ってまいります。 

 海外市場にあっては、現在継続中の米国販売体制の拡充をはかり、商品アイテムの整備を行い、また、中国

市場については販売網確立に向けての調査研究を行ってまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

 今後の見通しといたしましては、原油価格の高騰から始まった素材価格の上昇等懸念材料はあるものの、雇

用情勢の改善に伴い、個人消費の回復も期待され、穏やかに景気の回復基調は続くことが予想されます。 

 当社グループを取り巻く流通業界では百貨店、スーパーマーケット等において物流事業関係の再編も進み、

新しい消費への対応として新設、改装需要が予想されます。 

 当社グループといたしましては、店舗照明部門においては、用途別営業展開を更に強化し、施工会社の機動

力を生かしながら、商業施設の指名獲得に尽力してまいります。 

また、より安全で環境対応型の低発熱・省電力の小型棚下照明器具の発売を開始いたします。 

建築化照明部門においては、従来の技術を応用し、間接照明のみならず、直接照明・屋外照明への展開を図

ってまいります。 

紫外線部門においては、殺菌ランプの商品力の強化を図り、技術サービス一体の積極的な営業展開を行って

まいります。 

そのための商品開発の戦力アップ、スピードアップを目指すかたわら、生産部門においては、生産設備の効

率化による増産体制の強化と調達コストの低減を計り、また、全社的経費節減運動を実施し、業績の向上に邁

進する所存であります。 

また、コンプライアンス体制につきましては、当社の「企業行動規範」に則り、当社グループのすべての役

職員の法令遵守を徹底し、内部統制の強化を図ってまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

   ①親会社等の商号 

親会社等 属性 
 親会社等の議決 

 権所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場 

されている証券取引所等 

大日本塗料株式会社 親会社 67.1 
株式会社東京証券取引所 

株式会社大阪証券取引所 

 

   ②親会社等のうち上場会社に与える影響が大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 

親会社等 そ の 理 由 

大日本塗料株式会社 議決権比率が３分の２を超えている 

 

   ③親会社等の企業グループにおける当社の位置付け 

当社の親会社は、当社株式の67.1％を占める大日本塗料株式会社であります。同社を中心とする大日本塗

料グループは、塗料の製造・販売を主たる事業としております。当社グループは照明事業部門として位置付

けられており、事業経営において大日本塗料グループと競業関係にはありません。 

当社は大日本塗料株式会社の関連会社に適用される関係会社管理規則から除外されており、当社の事業戦

略は、独自の経営方針をもって運営されております。 

親会社グループへの当社の貢献度は連結収支への寄与と配当によって評価されております。 

当社と大日本塗料株式会社との間の関係は今後も大きく変わらずに推移することを想定しておりますが、

大日本塗料株式会社の方針によっては大日本塗料グループと当社グループとの関係に変化が生じ、当社グル

ープの今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 
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   ④親会社等との取引内容 

当連結会計年度における親会社との取引は、以下のとおりであります。 

 平成18年３月期 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

照明器具の販売
274 
 
売掛金 
 

190

材料の購入 473 買掛金 45親会社 
大日本塗
料㈱ 

大阪市此
花区 

8,827,369 
塗料の製
造及び販
売 

(被所有)
直接67.1

役員
２名

当社製
品の販
売 

不動産賃借料 
他 

14,310 
流動負債 
その他 

66

 （注）１．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

照明器具の販売については、一般的な取引条件と同様に決定しております。 

材料の購入については、類似品の市場価格と同等の価格で決定しております。 

営業所の不動産賃借料は、近隣家賃相場を勘案した価格によっております。 

 

⑤親会社等との人的関係 

Ａ．役員等の兼務について 

当社の役員７名の内、当社の親会社である大日本塗料株式会社の監査役または相談役を兼ねる者は３

名であり、当社における役職名及び氏名並びに親会社における役職名は以下のとおりであります。 

当社における役職名 氏 名 親会社における役職名 

取締役（非常勤） 豊 松 正 文 相談役 

監査役（非常勤） 赤 木 謙 二 常勤監査役 

監査役（非常勤） 金 子  弘 常勤監査役 

（注） 豊松正文氏の非常勤取締役就任経緯は、当社における重要な経営事項に係るアドバイザーとし 

ての役割を期待し、招聘したものであります。 

また、赤木謙二氏及び金子弘氏の非常勤監査役就任の経緯は、当社における監査業務の充実の

ために招聘したものであります。 

Ｂ．出向者について 

大日本塗料グループから当社への受入出向者及び当社から同社グループへの出向者はおりません。 

 

⑥親会社から独立性を確保する考え方 

③に記載のとおり、当社は親会社から一定の独立性が確保されていると認識しております。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する

報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、記載されたとおりであり

ます。 

 

（９）その他、会社経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

【平成18年３月期の概況】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用・所得環境の

改善による個人消費の底堅い動きもあり、景気は回復基調のうちに推移いたしましたが、原油価格の高騰に伴

い素材のコストアップが企業収益圧迫の要因となりつつあります。 

百貨店を中心とした流通業界におきましては、上期は新規出店計画・店舗改装計画が横這いに推移いたしま

したが、下期には大型店が積極的な設備投資を行い順調に推移し、また、専門店及びドラッグストアーの出店

が顕著な動きを示しました。 

このような状況にあって当社グループでは、店舗照明部門にあっては大型店・専門店・化粧品什器等を柱に

用途別営業展開を強化し、建築化照明部門では設計事務所・デザイナーを中心に指名活動の強化と当社グルー

プ製品の照明器具メーカーへの浸透を、紫外線部門では半導体装置用の殺菌ランプの商品力の強化を図りつつ

営業活動を展開いたしました。 

また、シームレスラインランプ（蛍光ランプの口金をアルミ製から樹脂製に変更し、口金を蛍光ランプの両

端ではなく側面に取り付けることにより、蛍光ランプの両端まで発光する当社の特許製品）のアメリカ市場で

の販売網の確立に引き続き注力いたしました。 

以上の結果、売上高は店舗照明部門においては前年比104.6％の5,842百万円、建築化照明部門では前年比

112.3％の1,881百万円、紫外線部門では前年比88.0％の560百万円、総じては、前年比104.9％の8,283百万円と

なりました。 

損益面では、営業利益は前年比124.7％の695百万円、経常利益は前年比119.3％の613百万円になりました。 こ

れに、特別利益の貸倒引当金戻入益５百万円と特別損失の固定資産除却損１百万円、ゴルフ会員権評価損１百

万円を差引いた税金等調整前当期純利益は前年比154.4％の615百万円となり、法人税等および法人税等調整額

を加減した当期純利益は前年比160.9％の358百万円となりました。 

 

【平成19年３月期の見通し】 

今後につきましては、当社グループを取り巻く流通業界では百貨店、スーパーマーケット等において物流事

業関係の再編も進み、新しい消費への対応として新設、改装需要が予想されます。 

このような中で、当社グループは、店舗照明市場を中心に用途別営業展開を強化し、商業施設の指名獲得や

顧客のニーズに対応した蛍光ランプ、照明器具を数多く提供できる生産体制の効率化により需要への対応を図

り、本日公表致します業績の見通しの確保に向けて取り組んでまいります。 

 

 現時点での通期業績見通しは、次のとおりであります。 

   連結業績見通し  売上高   8,500 百万円（前期比   2.6％） 

            経常利益   812 百万円（前期比  32.3％） 

            当期純利益  463 百万円（前期比  29.2％） 
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（２）財政状態 

 【平成18年３月期の概況】 

 ①連結貸借対照表 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,175百万円となり、前連結会計年度末に比べ915百万円増

加いたしました。前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が574百万円、受取手形及び売掛金が460百万円そ

れぞれ増加し、たな卸資産が133百万円減少したことを主因としています。現金及び預金の増加は、新株の発

行による収入が主な要因となっております。受取手形及び売掛金の増加の内訳は、受取手形において193百万

円、売掛金において267百万円それぞれ増加いたしました。受取手形193百万円増加の主な要因は割引手形の

減少によるもので、売掛金267百万円増加の主な要因は、当連結会計年度末、特に２月、３月の売上高が多か

ったことによるものです。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,090百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円減少

いたしました。主な要因は、有形固定資産における建物及び構築物で39百万円、機械装置及び運搬具で126百

万円それぞれ減少したことによるものです。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ133百万円減

少いたしました。前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が44百万円減少し、１年以内返済予定の長

期借入金が79百万円及び未払法人税等が106百万円増加したことを主因としています。支払手形及び買掛金減

少の内訳は、支払手形において83百万円減少、買掛金において39百万円増加いたしました。支払手形83百万

円減少の主な要因は、外部調達製品の現金決済によるものです。未払法人税等の増加の要因は、前連結会計

年度の中間納付額が大きかったことにより、前連結会計年度末が低額だったことによるものです。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ214百万円減

少いたしました。主な要因は、長期借入金の約定返済と流動負債への振替によるものです。 

（資本） 

当連結会計年度末における資本の残高は、3,065百万円となり、前連結会計年度末に比べ987百万円増加い

たしました。主な要因は、新株の発行による606百万円の増加と当期純利益308百万円の増加と配当金支払に

よる49百万円の減少によるものです。 
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 ②連結キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加、有形固定資産の

取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益615百万円（前年同期比54.4％増）

及び新株の発行による収入等により、前連結会計年度末に比べ578百万円増加し、当連結会計年度末には993百万

円（同139.5％増）となりました。 

当連結会計年度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362百万円（同131.8％増）となりました。これは、主に税金等調整前当期純

利益615百万円（同54.4％増）及び減価償却費272百万円（同5.5％減）によるものですが、売上債権の増加460

百万円（同529.2％増）及び法人税等の支払152百万円（同35.5％減）によりその一部が相殺されています。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、144百万円（同56.7％減）となりました。これは、主に有形固定資産の取得

138百万円（同58.4％減）によるものです。 

（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359百万円（同62.5％増）となりました。これは、主に株式の発行による収入

595百万円（同621.4％増）によるものですが、長期借入金の返済による支出135百万円（同37.9減）、短期借入

金の純増減額50百万円の減少及び配当金支出49百万円（同42.8％増）によりその一部が相殺されています。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率（％） 28.0 37.1

時価ベースの株主資本比率（％） ― 59.1

債務償還年数（年） 17.7 6.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.6 13.9

（注）１．指標の算出方法 

株主資本比率 ： 株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３．時価総額は、期末株価終値×期末発行済総数により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを 

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

５．平成17年３月期は、当社株式は非上場であるため、時価ベースの株主資本比率は算出しておりませ

ん。 

 

【平成19年３月期の見通し】 

次期におきましては、収益の確保、長期・短期借入金の計画どおりの返済及び在庫圧縮等を推進し、キャッ

シュ・フロー重視の経営を強化し資金増出に努めます。 
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（３）事業等のリスク 

以下において、当社の事業の展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。 

また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事業上のリスク要因となる事項、また、当社の事業内容を理解する上で重要と考えられ

る事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識して事業活動を行っておりますが、当社株式に関する投資判断

は、本項記載事項及びそれ以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。 

なお、文中における将来に関する事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであります。 

 

①法的規制等について 

Ａ．環境規制に係るリスクについて 

 電機業界に課される法的規制は環境・安全・品質保証等広範囲にわたっております。 

 これらの規制は新たに制定されることもあり、また、従前の規制より厳しいものに変更されることもありま 

 す。 

 これらの規制の新規制定、変更に伴い、当社の事業展開が制約を受けることや規制を遵守するために追加費 

 用が発生することが予想されますが、その様な場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

Ｂ．電気工事に係る規制について 

 当社グループは建設業許可を受け、電気工事業者として登録し、主として当社製品である蛍光灯及び照明器 

 具について、商業施設の棚下照明の取り付け工事も受注しております。 

 これら電気工事業務は建設業法並びに電気工事業の業務の適正化に関する法律の規制を受けているため、当 

 該許可及び登録の更新がなされない場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

②品質不良等の発生によるリスクについて 

当社グループは安定器ではＩＳＯ9001（品質）、蛍光灯ではＩＳＯ14001（環境）とＪＩＳのマネジメントシス

テムの採用により品質保証を最優先課題として製造しておりますが、様々な技術上、あるいはそれ以外の要因に

より不良品が発生し、クレームを受ける場合があります。 

大規模なクレームや製造物責任を問われる事態が発生した場合は、これらの補償、対策が製造原価の上昇とな

り、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

③生産拠点の集中について 

当社グループの生産拠点は蛍光灯類は神奈川県平塚市に、安定器・照明器具類は秋田県潟上市にあります。 

生産活動面では効率的に運営してまいりましたが、今後、自然災害等の外的要因により生産活動を停止せざる

をえないケースでは、代替する生産拠点を有しておりませんので、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

④事業競合によるリスク 

当社グループの主力商品である店舗用棚下照明スリム蛍光灯の市場は商業施設の棚下照明のメンテナンス需要、

新設・改装需要から成り立っておりますが、競合メーカーは少数であります。 

それゆえ、市場の各メーカー商品のシェア獲得は価格・商品開発において競争が厳しく、顧客の要求する品質

の対抗商品の開発や販売政策の展開が不可欠であります。この商品戦略において優位なポジションに付けない場

合があり得ます。 

また、現在の競合他社より大きな資本力・商品力を持つ企業や、コスト面で優位なメーカーの参入があった場

合、当社は従来の顧客との取引を維持できなくなり、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 - 10 -



 

⑤エンドユーザーの投資動向による業績への影響について 

当社製品のエンドユーザーはデパート、スーパーマーケット、ブランドショップ等店舗及びオフィスビル等の 

建築・店装関係であり、当社の業績はこれらエンドユーザーの出店・改装・全面改装等の投資動向に影響を受け

る可能性があります。 

また、店舗関係では季節の変わり目の前に改装・増床工事が集中するため、当社では上期は８月・９月に、下 

期は２月・３月に売上高が多額に計上される傾向があります。 

平成17年３月期における当該月の通期売上高に占める比率は、８月10.4％、９月10.7％、２月9.6％、３月9.7％ 

となっております。 

平成18年３月期における当該月の通期売上高に占める比率は、８月10.2％、９月10.3％、２月11.0％、３月11.4％ 

となっております。 

この結果、経常利益を四半期別に区分した場合、下表のとおり第２四半期及び第４四半期の経常利益の通期経 

常利益に占める比率が高くなっております。 

 

平成17年３月期四半期別売上高及び経常利益 

区 分 
売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

構成比 
（％） 

区 分 
売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

構成比 
（％） 

上   期 3,977,345 220,736 42.9 下   期 3,918,743 293,429 57.1 

第１四半期 1,743,832 42,399 8.2 第３四半期 1,910,958 114,506 22.3 

第２四半期 2,233,513 178,337 34.7 第４四半期 2,007,785 178,923 34.8 

－ 通 期 7,896,088 514,165 100.0 

（注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

 

平成18年３月期四半期別売上高及び経常利益 

区 分 
売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

構成比 
（％） 

区 分 
売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

構成比 
（％） 

上   期 3,938,610 238,531 38.9 下   期 4,344,857 375,055 61.1 

第１四半期 1,704,010 43,851 7.2 第３四半期 1,963,646 115,878 18.9 

第２四半期 2,234,599 194,679 31.7 第４四半期 2,381,211 259,177 42.2 

－ 通 期 8,283,467 613,586 100.0 

（注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。 
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⑥有利子負債依存度について 

当社グループの長期・短期借入金期末残高及び当該残高の総資産に占める割合は下記のとおりであります。 

当社グループは今後、借入金の削減による財務体質の強化に努める方針でありますが、急速かつ大幅な金利変 

 動があれば、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

連結決算期 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期 

Ａ．総資産額※（千円） 7,275,657 7,575,852 8,266,332 

Ｂ．有利子負債期末残高※ 
（千円） 

2,533,209 2,597,648 2,270,362 

（うち受取手形割引高） 
（千円） 

250,599 141,478 － 

有利子負債依存度（Ｂ／Ａ） 34.8％ 34.2％ 27.4％ 

 （注）総資産及び長期・短期借入金期末残高には、それぞれ受取手形割引高を合算しております。 

 

⑦親会社大日本塗料株式会社との関係について 

親会社との関係につきましては、添付資料の5ページ「２．経営方針 （７）親会社等に関する事項」に記載の 

とおりであります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

当社株式がジャスダック証券取引所に上場されるにあたり、平成18年3月17日を払込期日として公募により

1,000,000株の時価発行増資を実施し、調達いたしました606,450千円は、当初の予定通り、設備投資（生産合

理化のための機械装置・研究開発設備他）に充当しております。 
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５．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  470,277 1,045,191   

２．受取手形及び売掛金  2,067,199 2,527,331   

３．たな卸資産  1,559,538 1,426,439   

４．繰延税金資産  94,637 115,926   

５．その他  77,667 65,645   

貸倒引当金  △9,324 △4,616   

流動資産合計  4,259,997 57.3 5,175,917 62.6   915,919

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※１ 1,799,394 1,818,542    

減価償却累計額  897,686 901,707 956,341 862,200   

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 2,066,627 2,090,653    

減価償却累計額  1,449,412 617,215 1,599,811 490,842   

(3) 工具器具備品 ※１ 971,766 1,031,945    

減価償却累計額  798,868 172,897 854,079 177,866   

(4) 土地 ※１ 737,721 737,721   

(5) 建設仮勘定  551 －   

有形固定資産合計  2,430,093 32.7 2,268,630 27.4 △161,463

２．無形固定資産     

(1) 借地権 ※１ 177,000 177,000   

(2) その他  11,304 10,016   

無形固定資産合計  188,304 2.5 187,016 2.3   △1,287
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円）

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  151,298 282,052   

(2) 繰延税金資産  334,110 266,410   

(3) その他  86,419 100,261   

貸倒引当金  △15,849 △13,957   

投資その他の資産合計  555,979 7.5 634,768 7.7    78,788

固定資産合計  3,174,376 42.7 3,090,415 37.4  △83,961

資産合計  7,434,374 100.0 8,266,332 100.0   831,958
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

増減 
（千円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金  1,164,642 1,120,518   

２．短期借入金 ※１ 1,984,000 1,933,200   

３．１年以内返済予定の 
  長期借入金 

※１ 135,008 214,409   

４．未払法人税等  69,007 175,623   

５．その他  660,545 702,916   

流動負債合計  4,013,203 54.0 4,146,667 50.2   133,464

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※１ 337,162 122,753   

２．退職給付引当金  849,811 795,235   

３．役員退職慰労引当金  68,504 72,371   

４．連結調整勘定  87,863 63,677   

固定負債合計  1,343,341 18.0 1,054,036 12.7 △289,304

負債合計  5,356,544 72.0 5,200,704 62.9 △155,840

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※３ 272,850 3.7 527,850 6.4   255,000

Ⅱ 資本剰余金  57,050 0.8 408,500 5.0   351,450

Ⅲ 利益剰余金  1,727,489 23.2 2,035,986 24.6   308,497

Ⅳ その他有価証券評価差額金  20,440 0.3 93,292 1.1    72,851

資本合計  2,077,829 28.0 3,065,628 37.1   987,798

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 7,434,374 100.0 8,266,332 100.0   831,958
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（２）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  7,896,088 100.0 8,283,467 100.0   387,379

Ⅱ 売上原価 ※２ 4,494,579 56.9 4,836,697 58.4   342,117

売上総利益  3,401,508 43.1 3,446,770 41.6    45,261

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,843,750 36.0 2,751,351 33.2  △92,398

営業利益  557,758 7.1 695,418 8.4   137,660

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  33 13    

２．受取配当金  1,669 1,900    

３．連結調整勘定償却額  24,186 24,186    

４．その他  11,969 37,858 0.5 8,505 34,605 0.4   △3,253

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  28,929 26,013    

２. 売上割引  46,682 51,154    

３．上場関連費用  － 13,323    

４．その他  5,839 81,450 1.1 25,945 116,437 1.4    34,986

経常利益  514,165 6.5 613,586 7.4    99,420

Ⅵ 特別利益     

１．厚生年金基金代行返上益  11,933 －    

２．貸倒引当金戻入益  365 12,298 0.1 5,120 5,120 0.0   △7,177
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅶ 特別損失     

１．退職給付会計基準変更時差
異償却 

 117,244 －    

２．固定資産除却損 ※３ 2,534 1,777    

３．ゴルフ会員権評価損  7,000 1,600    

４．貸倒引当金繰入額  1,100 127,878 1.6 － 3,377 0.0 △124,501

税金等調整前当期純利益  398,585 5.0 615,329 7.4   216,743

法人税、住民税及び事業税  178,808 259,368    

法人税等調整額  △2,820 175,987 2.2 △2,156 257,212 3.1    81,224

当期純利益  222,597 2.8 358,117 4.3   135,519
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（３）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   15,800  57,050  41,250 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  41,250 41,250 351,450 351,450 310,200 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   57,050  408,500 351,450 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,539,631  1,727,489 187,857 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．当期純利益  222,597 222,597 358,117 358,117 135,519 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金  34,740 34,740 49,620 49,620  14,880 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,727,489  2,035,986 308,497 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

    

税金等調整前当期純利益  398,585 615,329   216,743 

減価償却費  288,140 272,389  △15,750 

連結調整勘定償却額  △24,186 △24,186    － 

貸倒引当金の増減額 
（△減少額） 

 2,148 △6,599   △8,747 

退職給付引当金の増減 
額（△減少額） 

 92,624 △54,576 △147,200 

役員退職慰労引当金の 
増減額（△減少額） 

 △11,031 3,867    14,898 

受取利息及び受取配当 
金 

 △4,584 △5,121     △536 

支払利息  28,929 26,013   △2,915 

新株発行費  － 11,328    11,328 

有形固定資産除却損  2,534 1,777     △757 

売上債権の増加額  △73,130 △460,131 △387,001 

たな卸資産の増減額 
（△増加額） 

 △336,689 133,099   469,789 

仕入債務の減少額  △12,460 △44,123  △31,662 

その他  67,420 67,422         1 

小計  418,300 536,487   118,186 

利息及び配当金の受取額  4,584 5,121       536 

利息の支払額  △29,596 △25,988     3,607 

法人税等の支払額  △236,745 △152,751    83,993 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 156,542 362,867   206,325 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

    

定期預金の払戻による収
入 

 7,537 3,610 △3,926 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △9,095 △9,334   △238 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △332,270 △138,313 193,957 

長期貸付金の回収による
収入 

 1,483 － △1,483 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △332,346 △144,037  188,308 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

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  133,000 △50,800 △183,800 

長期借入れによる収入  258,000 － △258,000 

長期借入金の返済による
支出 

 △217,440 △135,008    82,432 

株式の発行による収入  82,500 595,121   512,621 

配当金の支払額  △34,740 △49,620  △14,880 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 221,320 359,693  138,373 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（△減少額） 

 45,516 578,524   533,007 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 369,299 414,816    45,516 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※１ 414,816 993,340   578,524 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    ３社 

すべての子会社を連結の範囲に含めてお

ります。なお、当該連結子会社は、ニッポ電

工㈱、東京ニッポサービス㈱、ニッポエンジ

ニアリング㈱であります。 

連結子会社の数    ３社 

        同左 

 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。         同左 

３．連結子会社の事業年度等に 

関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項   

（1）重要な資産の評価基準及 

び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

イ 有価証券 

同左 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

 ロ たな卸資産 

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 

月次総平均法による原価法を採用し

ております。 

ロ たな卸資産 

同左 

（2）重要な減価償却資産の減価 

償却の方法 

 

イ 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物    ：３～38年

機械装置及び運搬具  ：４～８年

工具器具備品     ：２～10年

イ 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3)繰延資産の処理方法 

ロ 無形固定資産 

ソフトウェア：社内における見込

利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

 

新株発行費は支出時に全額費用として

処理しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

会計基準変更時差異（932,220千円）に

ついては、５年による按分額を費用処理し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により費用処理を行

っております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

ロ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）による定額法により費用処理を行

っております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

 （追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分について、平

成16年３月31日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受け、平成16年９月９日に

国に返還額（最低責任準備金）の納付を行

いました。 

当連結会計年度における損益に与えて

いる影響額は、特別利益として11,933千円

計上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基準第

３号 平成17年３月16日）及び「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第７号 

平成17年３月16日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 ハ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社において、役

員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく連結会計年度末要支給額を計上

しております。 

ハ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5)重要なリース取引の処理方 

法 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

同左 

(6)その他連結財務諸表作成の 

ための重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債 

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左 

６．連結調整勘定の償却に関す 

る事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに 

関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計 

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 

 （追加情報） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が9,505

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が、9,505千円減少してお

ります。 
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会計処理の変更 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日））を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。 
  

建物及び構築物 874,590千円

機械装置及び運搬具     238,448 

工具器具備品  3,298 

土地 576,926 

借地権 177,000 

計 1,870,263 
  

  
建物及び構築物 825,332千円

機械装置及び運搬具     157,199 

工具器具備品 3,298 

土地 576,926 

借地権 177,000 

計 1,739,757 
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金   120,000千円

１年以内返済予定の長期借入金   135,008 

長期借入金   307,162 

計   562,170 
  

 
短期借入金 120,000千円

１年以内返済予定の長期借入金 184,409 

長期借入金 122,753 

計 427,162 
  

（注）なお、上記の固定資産については、工場財団抵当に供し

ております。 

（注）なお、上記の固定資産については、工場財団抵当に供し

ております。 

２．受取手形割引高          141,478千円 ２．       ───────── 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式496,200株でありま

す。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式5,962,000株であり

ます。 

４．当社及び連結子会社（ニッポ電工㈱）においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越

契約を締結しております。 

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

４．当社及び連結子会社（ニッポ電工㈱）においては、運 

転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約を締結しております。 

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額 2,390,000千円

借入実行残高 1,864,000 

差引額 526,000 
  

 
当座貸越極度額 2,370,000千円

借入実行残高 1,883,200 

差引額 486,800 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 
 

給与 872,944千円

従業員賞与  303,886 

貸倒引当金繰入額   5,840 

役員退職慰労引当金繰入額   12,283 

退職給付引当金繰入額  140,803 

減価償却費   50,071 
  

 
給与 858,785千円

従業員賞与 290,303 

貸倒引当金繰入額 81 

役員退職慰労引当金繰入額 12,867 

退職給付引当金繰入額 110,718 

減価償却費 45,539 
  

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

207,451千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

233,865千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
 

機械装置及び運搬具 2,112千円

工具器具備品   422 

計  2,534 
  

 
建物及び構築物 992千円

機械装置及び運搬具 10 

工具器具備品 773 

計 1,777 
  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 470,277千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △ 55,461 

現金及び現金同等物  414,816 
  

 
現金及び預金勘定 1,045,191千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △51,851 

現金及び現金同等物 993,340 
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① リース取引関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 
 

 
取
当
（

減
計
（ （

得価額相
額 
千円） 

価償却累
額相当額
千円） 

期
当
末残高相
額 
千円） 

機
運

8 2 5
械装置及び 
搬具 

1,961 9,599 2,362

工 1 9 8具器具備品 80,399 5,897 4,502

合 2 1 1計 62,361 25,497 36,864

  

 

 
取
当
（

減
計
（ （

得価額相
額 
千円） 

価償却累
額相当額
千円） 

期
当
末残高相
額 
千円） 

機
運

1 4 6
械装置及び 
搬具 

04,610 1,067 3,542

工 1 7 9具器具備品 70,112 2,687 7,424

合 2 1 1計 74,722 13,755 60,967

  
（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

（注） 同左 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 40,371千円

１年超 96,493千円

合計 136,864千円
  

 
１年内 52,048千円

１年超 108,918千円

合計 160,967千円
  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。 

（注） 同左 

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 
 

支払リース料 43,246千円

減価償却費相当額 43,246千円
  

 
支払リース料 42,597千円

減価償却費相当額 42,597千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

    同左 
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② 有価証券関係 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 97,342 133,622 36,279 105,278 262,861 157,582連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 小計 97,342 133,622 36,279 105,278 262,861 157,582

(1)株式 16,451 14,239 △2,211 17,850 15,754 △2,096連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 小計 16,451 14,239 △2,211 17,850 15,754 △2,096

合計 113,794 147,861 34,067 123,129 278,615 155,486

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,437 3,437 

（注）下落率が30％～50％の株式の減損にあっては、その下落の状況が過去２年間にわたり継続している場合に、 

減損処理を行っております。 
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③ デリバティブ取引関係 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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④ 退職給付関係 

１．採用している退職給付制度の概要 

ａ．当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を設け 

ております。また、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。 

なお、当社は厚生年金基金の代行部分について、平成16年３月31日に厚生労働大臣から過去分返上の認可

を受け、平成16年９月９日に国に返還額（最低責任準備金）の納付を行いました。 

ｂ．制度別の補足説明 

（１）厚生年金基金 

 設定時期 その他 

当社 昭和52年 連合設立型基金 

（２）適格退職年金 

 設定時期 その他 

当社 昭和52年 共同委託契約年金 

ニッポ電工㈱ 平成３年 単独委託契約年金 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1)退職給付債務（千円） △2,427,856 △2,519,550 

(2)年金資産（千円） 1,102,227 1,191,895 

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △1,325,629 △1,327,655 

(4)未認識数理計算上の差異（千円） 568,351 606,736 

(5)未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円） △92,533 △74,317 

(6)連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)（千円） △849,811 △795,235 

(7)前払年金費用（千円） － － 

(8)退職給付引当金(6)－(7)（千円） △849,811 △795,235 

（注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
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３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用   

(1) 勤務費用（千円） 88,064 90,331 

(2) 利息費用（千円） 59,640 57,842 

(3) 期待運用収益（減算）（千円） △25,409 △26,700 

(4) 過去勤務債務の費用処理額（減算）（千円） △18,212 △18,216 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 100,788 69,294 

(6) 会計処理基準変更時差異の費用処理額（千円） 117,245 － 

(7) 退職給付費用（千円） 322,115 172,551 

(8) 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益（千円） △11,933 － 

計（千円） 310,182 172,551 

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は(1)勤務費用に計上しております。 

２．適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。 

３．一部の連結子会社において、上記退職給付費用以外に中小企業退職金共済制度の拠出金として、前連

結会計年度において3,290千円、当連結会計年度において2,050千円を計上しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2)割引率（％） 2.5 2.5 

(3)期待運用収益率（％） 2.5 2.5 

(4)過去勤務債務の処理年数（年） 10 

（発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定
額法により費用処理しておりま
す。） 

10 

同左 

 

 

(5)数理計算上の差異の処理年数（年） 10 

（各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費用処理
することとしております。） 

10 

同左 

 

 

 

 

(6)会計基準変更時差異の処理年数（年） ５ － 

（注）前連結会計年度において、会計基準変更時差異は償却が終了いたしました。
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⑤ 税効果会計関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 
 繰延税金資産              （千円） 

貸倒当金損金算入限度超過額  1,852

未払賞与否認  71,902

未払事業税否認   5,700

退職給付引当金超過額  336,575

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  26,934

 ゴルフ会員権評価損否認   4,903

たな卸資産未実現利益   4,078

 その他  11,985

繰延税金資産合計 463,933

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △13,627

新規連結子会社の時価評価に伴う 

評価差額 △21,557

繰延税金負債合計 △35,184

繰延税金資産の純額 428,748
  

 
 繰延税金資産              （千円） 

貸倒当金損金算入限度超過額 1,253

未払賞与否認 85,821

未払事業税否認 14,392

退職給付引当金超過額 315,353

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 28,463

 ゴルフ会員権評価損否認 5,520

たな卸資産未実現利益 3,642

 その他 11,640

繰延税金資産合計 466,089

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △62,194

新規連結子会社の時価評価に伴う 

評価差額 △21,557

繰延税金負債合計 △83,752

繰延税金資産の純額 382,336
  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

                    （千円）                     （千円）
 
流動資産－繰延税金資産 94,637

固定資産－繰延税金資産 334,110
  

 
流動資産－繰延税金資産 115,926

固定資産－繰延税金資産 266,410
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重要

な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重要

な項目別の内訳 
 
法定実効税率 40.0％

（調整） 

交際費等  3.9％

役員賞与  0.8％

住民税均等割  0.8％

連結調整勘定償却額  △2.4％

その他   1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2％
  

 
法定実効税率 40.0％

（調整） 

交際費等 2.0％

役員賞与 0.2％

住民税均等割 0.5％

連結調整勘定償却額 △1.6％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.8％
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⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日

至平成18年３月31日） 

当連結グループは照明器具関連製品の製造販売会社として、同一セグメントに属する蛍光ランプ及び照明

器具等の製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日

至平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日

至平成18年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

親会社 
大日本塗
料㈱ 

大阪市此
花区 

7,507,369 
塗料の製
造及び販
売 

(被所有)
直接80.6

役員
２名

当社製
品の販
売 

照明器具の販売
材料の購入 
不動産賃借料 
他 

40 
258 

21,262 
 

売掛金 
買掛金 
流動負債 
その他 

17
45
341

 

（２）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
下村聰之
介 

－ － 
当社取締
役 

－ － － 社宅料の支払 257 － －

 

（３）子会社等 

該当事項はありません。 

 

（注）１．上記(1)～(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま 

    れております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①照明器具の販売については、一般的な取引条件と同様に決定しております。 

②材料の購入については、類似品の市場価格と同等の価格で決定しております。 

③営業所の不動産賃借料は、近隣家賃相場を勘案した価格によっております。 

  ④社宅料の支払いについては、近隣相場を勘案の上、一般的賃貸条件と同一の価格、条件によってお 

    ります。 

３．下村聰之介の社宅料の支払いについては、平成16年６月開催の定時株主総会で役員を退任したことに 

  より、単身赴任扱いでなくなったため、２ヶ月分の支払いとなっております。 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

親会社 
大日本塗
料㈱ 

大阪市此
花区 

8,827,369 
塗料の製
造及び販
売 

(被所有)
直接67.1

役員
２名

当社製
品の販
売 

照明器具の販売
材料の購入 
不動産賃借料 
他 

274 
473 

14,310 
 

売掛金 
買掛金 
流動負債 
その他 

190
45
66

 

（２）子会社等 

該当事項はありません。 

 

（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

①照明器具の販売については、一般的な取引条件と同様に決定しております。 

②材料の購入については、類似品の市場価格と同等の価格で決定しております。 

③営業所の不動産賃借料は、近隣家賃相場を勘案した価格によっております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１ 4,

１ 47

１ 51

１ 70

株当たり純資産額 187.48円 

株当たり当期純利益金額 7.72円 

  

 

株当たり純資産額 4.19円 

株当たり当期純利益金額 .97円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  当社は、平成17年８月11日付で株式１株につき10株の株式分

割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

 
 

１ 41

１ 47

株当たり純資産額 8.74円 

株当たり当期純利益金額 .77円 

  
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 222,597 358,117 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 222,597 358,117 

期中平均株式数（株） 465,950 5,045,333 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年７月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

 

 

１. 平成17年８月11日付をもって普通株式１株につき10株に分

割します。 

 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式  4,465,800株 

 

(2）分割方法 

 平成17年８月11日最終の株主名簿に記載された株主の

所有株式数を、１株につき10株の割合をもって分割しま

す。 

 

２. 配当起算日 

平成17年４月１日 

 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

 

 
前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

386.60円 418.74円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

63.85円 47.77円

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当連結会計年度の生産実績を製品の種類別に示すと、次のとおりであります。 

製品の種類別の名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比 
（％） 

蛍光ランプ（千円） 1,269,215 103.3 

紫外線ランプ（千円) 243,963 89.4 

安定器（千円） 436,975 90.6 

照明器具（千円） 1,420,397 90.5 

合計（千円） 3,370,553 94.8 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額は、製造原価によっております。 

３．上記金額の他に、当連結会計年度において外注仕入ランプ144,743千円、買入部品333,305千円があ

ります。 

 

（２）受注状況 

 該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業の部門別の名称 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比 
（％） 

店舗照明部門（千円） 5,842,323 104.6 

建築化照明部門（千円) 1,881,141 112.3 

紫外線部門（千円） 560,002 88.0 

合計（千円） 8,283,467 104.9 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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