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１．18年 9月中間期の連結業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月 30日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円   ％

5,797（ △4.4） 

6,065（  14.8） 

百万円   ％

1,139（△25.0） 

1,518（  20.3） 

百万円   ％

1,139（△27.8） 

1,576（  24.6） 

18年 3月期 11,792（   6.7） 2,674（  2.4） 2,757（  8.6） 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 

18年 9月中間期 

17年 9月中間期 

百万円   ％

645（△27.2） 

887（  19.1） 

円   銭

28   32 

38      91 

円   銭

    － 

－ 

18年 3月期 1,354（△10.9） 56   98 －  

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円  17年9月中間期 －百万円  18年3月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期22,806,888株 17年9月中間期 22,806,900株 18年3月期 22,806,900株 

③会計処理の方法の変更    無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率です。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
12,334 
11,888 

百万円
9,765 
8,991 

％ 
79.2 
75.6 

円   銭
428  17 

 394  23 

18年 3月期 12,431 9,358 75.3 407   90 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 22,806,801株 17年9月中間期 22,806,900株 

18年3月期 22,806,900株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
738 
466 

百万円
△57 

△1,081 

百万円 
△281 
△317 

百万円
3,028 
1,360 

18年 3月期 2,226 △1,322 △572 2,632 

(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 2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 
 

通  期 
百万円

11,413 
百万円

2,034 
百万円

1,234 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 54円11銭 

（注）上記業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は様々な要因により、予想数値とは異なる場合が

ございます。なお上記業績予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の添付資料６ページを参照ください。
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1.企業集団の状況 
 
 当社グループは、当社及び子会社２社で構成されており、プロジェクター用ランプ、大型リヤープロジェ

クションテレビ（以下、ランプ方式リヤプロＴＶと言う）用ランプ、及びその他ハロゲンランプ等（一般照

明用ハロゲンランプ、自動車用ハロゲンランプ及び一般照明用メタルハライドランプ）の製造・販売を主た

る事業としています。 
 
(1) グループ会社別の事業内容は次のとおりです。 
   会  社  名 所在地      主 な 事 業 内 容 

フェニックス電機株式会社 兵 庫 県 プロジェクター用ランプ、ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ、そ

の他ハロゲンランプ等の製造・販売 
株 式 会 社 ル ク ス 兵 庫 県 百貨店、ホテル等の照明器具のランプメンテナンスサービス 

PEC LAMP USA CORP． 米 国 ハロゲンランプ等（一般照明用ハロゲンランプ、自動車用ハロゲ

ンランプ、一般照明用メタルハライドランプ）の北米での販売 
（注）㈱ルクス及びPEC LAMP USA CORP.は、ともに当社が発行済株式の100％を所有する連結子会社です。 

（2）事業の系統図は、次のとおりです。 

     得              意              先 

            商                   商            

            品                    品            

                                               
                      

                                                    
                                     

         商    製                 製     

         品    品                品             

当              社 

プ ロ ジ ェ ク タ ー 
用 ラ ン プ 

（注）１ 

ラ ン プ 方 式 リ ヤ プ ロ 
Ｔ Ｖ 用 ラ ン プ 

（注）１ 

そ の 他 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 等 
一般照明用ハロゲンランプ 
自動車用ハロゲンランプ 
一般照明用ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ 

（注）２．３ 

商 品 

(注)１.いずれも超高圧水銀灯でありますが、プロジェクター用ランプのごく一部はショートアークメ

タルハライドランプであります。 
２.ハロゲンランプ：白熱電球は電球内部に窒素のような不活性ガスを封入してタングステンの蒸

発を押さえており、ハロゲンランプは不活性ガスに加えて、ハロゲンを封入したものです。

白熱電球に比べて容積は 30 分の 1 とコンパクトで、電球寿命も長く、より太陽光に近い明る

さのランプです。 
３.メタルハライドランプ（放電灯）：ハロゲンと金属の化合物をメタルハライドと称し、発光物

質として電球内に封入し、光度を上げたものをメタルハライドランプと称します。 
(a)  ㈱ルクスは当社からハロゲンランプ、メタルハライドランプを購入し、これを外部顧客に販売す

るとともに、当社が製造していないランプを他社より仕入れて販売しています。 
また、当社は同社より仕入れた電気照明器具を当社のランプ事業として外部顧客に販売していま

す。 
(b)  PEC LAMP USA CORP.は当社からハロゲンランプ、一般照明用メタルハライドランプ及びプロ

ジェクター用ランプを購入し、外部顧客に販売するとともに、当社が製造していないランプを他社

より仕入れて販売しています。

㈱ ル ク ス PEC LAMP USA CORP. 製 

商 

品 
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2．経営方針 

 
１．経営の基本方針 

（会社が目指す企業の理想の姿） 
「フェニックスの製品は、品質が高く、あらゆる要求を満足させるものとする」が当社のスローガン

です。 
顧客に選ばれる、高性能かつ、品質の高い独自製品の「ものづくり」にこだわり、一芸に秀でた、持

続的成長性のある研究型企業を目指し、株主・従業員・取引先・社会に貢献できる開かれた会社の姿を

理想とします。 
新生フェニックスに「残って良かった、入って良かった」と社員全員が実感できる企業へと、成長発

展させていきます。 
（経営方針）        

①強靱かつ柔軟な企業体質 
継続的な発展が可能な力強い「企業の骨組み」を構築し、また、同時にあらゆる変化にもスピーデ

ィーに対応できる柔軟な企業体質を構築します。 
②組織的かつオープンな企業経営 

株主・従業員・取引先にとって公正かつ公平な会社になるべく、透明性の高い、組織的かつオープ

ンな企業運営を行い社会に貢献します。 
③合理的かつ科学的な経営 

「情報は皆の財産、皆で使って利益を生もう」をキャッチフレーズに、ＥＲＰシステムの導入、デ

ーターウェアハウスの構築等ＩＴ関連投資も積極的に行っており、合理的かつ科学的な経営により

在庫の削減、コストの低減、リードタイムの短縮等体質強化に努力していきます。 

④グローバルスタンダードの性能・品質 

特に海外を含めた同業他社へのＯＥＭ販売拡大のため、グローバルスタンダードの性能・品質を目

指して努力しています。 

 

２．中長期的な経営戦略 
当社のコア・コンピテンス、即ちプロジェクター／ランプ方式リヤプロＴＶ用特殊ランプの開発、製造、

ユーザーサポート能力を一層高めるとともに、「小回りを効かせて、顧客の利便性を向上させる」を当社

の顧客に対するバリューポジションとして、当社独自の競争戦略を構築し、独自の競争力を発揮できるニ

ッチな市場（プロジェクター／ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ）でナンバーワン企業になることを目指

して、引続きこの分野に継続的に集中投資することとします。 
○ 独自の競争戦略 
○ 着実な成長基盤 
○ 堅実な業績基盤 
○ 誇りうる存在価値 
○ 近代的経営体質 
○ 追随できない企業の独自性 
○ ハッピーな株主、取引先、従業員 
○ 得意分野で不動のトップランキング 
を確立して『真の中堅企業』となるべく、一層の経営改革に取り組みます。 
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３．利益配分に関する基本方針 
当社は、株主各位に対する利益還元が企業として、最重要課題の一つであることを常に意識しています。

配当金については、業績に連動した配分を基本としつつ、株主価値の拡大を図ることを目的として財務体

質、経営基盤の強化及び今後の設備投資、新製品開発等のための内部留保とを勘案して決定させていただ

きます。 
今中間期は、連結業績の見通しを踏まえて、１株あたり配当金を 5 円 00 銭とさせていただきます。 
 

４．企業集団が対処すべき課題 
今後、当社グループの主要市場であるプロジェクター市場においては、業務用、教育用、家庭用の需要

は拡大するものと予想はしておりますが、価格競争激化の流れはプロジェクター用ランプに及ぶことは必

定であり、またテレビ市場においても、大画面化、低価格化によるメーカー間の競争は熾烈を極めるもの

と思われます。 
こうした情況下で、当社グループは、引続き事業の集中と選択を鮮明にして経営資源を投入し、経営基

盤の強化と事業の持続的な発展を図ります。 
さらに、株主をはじめ、顧客、仕入先、従業員、地域社会等のステークホルダーに報いるため、グルー

プ一丸となって業績の伸張に努めるとともに、企業価値の増大と企業としての社会的責任を果たすために、

次の課題に積極果敢に取り組んでまいります。 
 

① 営業、技術、生産、調達部門の連携によるコスト対応力の強化 
② 高性能（長寿命、高輝度）、高信頼性等顧客ニーズを先取りしたランプの開発 
③ 新規事業（露光装置用ランプ）の構築と事業展開 
④ 新たに制定した「内部統制システムの基本方針」に基づく体制の確立と具体策の実施 
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3.経営成績および財政状態 
 
 
１．経営成績  

(1)業 績 等 の 概 要          

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料の価格上昇による企業業績への

影響が懸念されましたが、民間設備投資の増加や個人消費の回復等により、緩やかな拡大を続けました。 
また、海外においては、中国をはじめとする BRIC’s 諸国の経済は依然として順調に拡大し、米国経

済も、原油価格の上昇、個人消費の減少等の不安定要因を抱えながらも堅調に推移しました。 
このような情勢下にあって、プロジェクタ－市場は、廉価版を中心に業務用、学校教育用が共に堅調

に増加し、想定した通りの伸びを示しました。当中間連結会計期間におけるプロジェクタ－用ランプの

売上数量は、前連結会計年度下期の数量減を取り戻す勢いで増加しています（対前連結会計年度下期の

20.0％増、対前中間連結会計期間の 5.7％増）が、販売単価低下の影響により、売上高は対前中間会計期

間の 10.0％減となりました。 
一方、リヤプロ TV 用ランプの数量面では対前中間連結会計期間の 32.7％増となりました。しかしな

がら、大型 TV 市場では、プラズマテレビとの価格競争が激化したために、販売単価低下の影響により、

売上高は対前中間連結会計期間の 12.5％増にとどまりました。 
利益面では、製造工程の自動化をはじめ、工程毎の作業内容の徹底した改善活動を継続して行なった

ことにより、歩留まり、作業効率を向上させ、さらに仕入先の多様化、廉価版プロジェクタ－に対応し

た新しい部材の採用等により、コストダウンを実現し、限界利益率維持を達成しておりますが、その一

方で設備増強による減価償却費、並びに販売管理費が増加しました。 
その結果、売上高は対前中間連結会計期間比 4.4％減の5,797百万円、営業利益は 同比 25.0％減の 

1,139百万円、経常利益では同比 27.8％減の 1,139百万円に留まりました。 
 

(2)事業の種類別セグメント業績 
当社グループにおきましては、製品の種類、製造方法の類似性から判断して同種単一のランプ事業を行

っていますので、事業の種類別セグメント情報は製品タイプ別で記載しています。 
 
                                   (単位：千円、％) 

製 品 タ イ プ 別 売 上 高 前年同期比 構 成 比

プ ロ ジ ェ ク タ ー 用 ラ ン プ 3,595,183 90.0 62.0 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 981,435 112.5 16.9 

そ の 他 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 等 679,864 118.6 11.7 

商 品 540,853 86.3 9.3 

合 計 5,797,336 95.6 100.0 
注 ．「その他ハロゲンランプ等」の売上高の内訳は次のとおりです。 

(単位：千円、％) 
製 品 タ イ プ 別 金 額 前年同期比 

一 般 照 明 用 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 458,266 125.8 

自 動 車 用 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 203,779 110.9 

一般照明用メタルハライドランプ 17,818 69.6 

合 計 679,864 118.6 

(3)所在地別セグメント業績 
所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高合計額および、全セグメントの資産金額の合計額

に占める「日本」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載を省略しています。 
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２．財政状態 
(1)キャッシュ・フローの状況 

当中間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。）は、全体として前連結会計

年度に比べ 396,679 千円の増加の 3,028,976 千円となりました。 
当中間連結会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通りです。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプの売上（対前中間連結会計期間の 12.5％増）は堅調に推移しましたが、

プロジェクター用ランプの販売数量は増加（対前中間連結会計期間の 5.7％増）したものの、販売単価の

下落により売上高は前中間連結会計期間を 10.0％下回りました。その結果、税金等調整前中間純利益は

1,126,920 千円（前中間連結会計期間においては 1,511,580 千円）となりました。減価償却費の計上 370,407
千円、法人税等の支払額 539,548 千円等により営業キャッシュ・フローは 738,119 千円の増加となりまし

た。（前中間連結会計期間においては 466,064 千円の増加） 
 

（投資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・フローは、露光装置用ランプ開発設備ならび検査設備の購入等により

57,054 千円の減少となりました。（前中間連結会計期間においては 1,081,704 千円の減少） 
 

（財務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・フローは、配当金の支払及び借入金の返済等により、281,822 千円の減少と

なりました。（前中間連結会計期間においては 317,878 千円の減少） 
 
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通りです。 

平成 17 年３月 平成 18 年３月 平成 19 年３月 
中 間 期 期 末 中 間 期 期 末 中 間 期

自己資本比率（％） 68.5 68.3 75.6 75.3 79.2 
時価ベースの自己資

本比率（％） 
316.5 335.0 281.0 204.2 139.6 

債務償還年数（年） 2.8 1.0 1.9 0.3 0.9 
インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
63.1 64.1 69.8 187.0 160.2 

自己資本比率＝自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率＝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 
＊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います。 
＊株式時価総額は、期末株価終値 Ｘ 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 
＊ 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

用しています。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

負債を対象としています。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

を使用しています。 
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３．通期の見通し 
今後の見通しにつきましては、米国の政治・経済の動向、わが国の景気動向に不安定要素を抱えて、予

断を許さないものがありますが、為替の円高リスクはひとまず遠のき、景気は業種、企業間で濃淡はある

ものの、堅調に推移するものと予想されます。 
当社グループの主要得意先であるプロジェクター市場は、廉価版を中心に堅調に推移すると予想されて

います。また、大型ＴＶ市場については、プラズマテレビとの競合があり大きな販売台数の増加は期待で

きないと予想されています。こうしたことから、ランプの販売単価も低下が余儀なくされると思われます。 
このような状況下において、当社グループは、既存得意先の深耕、新規得意先の開拓により売上の拡大

を図るとともに、営業、技術、生産、調達の連携によるさらなるコストダウンに取り組み、価格競争力の

強化を進めてまいります。    
こうした状況を踏まえ、通期の業績については、当初の計画通りの売上高 11,413 百万円、経常利益 2,034

百万円、当期純利益 1,234 百万円を見込んでおります。 
また、かねてより新規事業として取り組んでまいりました露光装置は、小規模ながら数台が市場に投入

され、高い評価を得ております。当社の新しい事業の柱として育成すべく精力的に活動してまいります。 
 
 
４．事業等のリスク 

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下の通

りです。 
本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在におい

て判断したものです。 
 

(1)当社グループの事業内容及び過年度の実績 
当社グループは、当社並びに子会社である㈱ルクス及び PEC LAMP USA CORP.の３社で構成され、

単一セグメントの事業に従事しており、プロジェクター用ランプ、ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ及

び一般照明／自動車用ランプの製造及び販売を行っています。 
その内、プロジェクター用ランプ及びランプ方式リヤプロＴＶ用ランプなどの超高圧水銀灯への依存

度が 78.9％（前中間連結会計期間 80.2％）と高水準となっており、このため当社グループの業績は、

超高圧水銀灯の販売先であるプロジェクター市場及びランプ方式リヤプロＴＶ市場の推移に影響を受

けます。 
 

(2)主要顧客への販売依存度について 
前中間連結会計期間並び当中間連結会計期間における当社グループの主な相手先別販売実績は、下表

の通りとなっており、当社グループの業績は、インフォーカス社並びに主要取引先との取引状況の影響

を受けます。 

 現在インフォーカス社並びに主要取引先とは良好な取引関係を維持していますが、将来にわたり当

社グループの製品が採用される保証はありません。 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

インフォーカス社 1,484,023 27.4 1,706,815 29.4

株式会社東芝 1,074,693 19.8 1,212,822 20.9

シャープ株式会社 870,028 16.1 895,896 15.5

（注）１ 金額には消費税は含まれていません。 

２ 上表の金額には、上記得意先への直接の販売額に加え、上記得意先の外注加工委託先、仲介商社等、

実質的には当該会社への売上高を含めて記載しています。 
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(3)為替変動について 
当社グループは、当社製品を北米、アジアその他の地域に輸出しており、当社の連結売上高に占め

る海外売上高の比率は、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間でそれぞれ61.2％及び56.8％と

なっています。 

製品輸出時の取引通貨は、一部のユーロ建てを除き米ドル建てとなっています。また当社は、一部

完成品及び部品を海外から調達しており、ランプ材料の大部分を直接及び間接的に海外からの輸入品

によっています。 

前中間会計期間及び当中間会計期間(単体ベース)における米ドル受取(売上)額は、それぞれ28,869

千米ドル及び25,205千米ドルで、米ドル支払(仕入)額は、798千米ドル及び1,993千米ドルとなってお

り、為替相場の変動によっては、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 
(4)競争激化による開発競争と価格低下について 

①性能向上のための開発競争について 

プロジェクターは、より小型・軽量に、より明るく・見やすくと性能向上の競争が激しく、商品寿

命も１～２年と短い商品です。 

従来のビジネスプレゼンテーション用途以外に、ホームシアター、学校教育用、大型リヤプロＴＶ

用、商業施設ディスプレー、監視版モニター、デジタルシネマ等の新規用途分野への市場が拡大しつ

つありますが、これに伴って、より一層効率の良い、高出力で、寿命が長く、かつ低価格のランプが

要求され、ランプメーカー間の開発競争も激化しています。 

プロジェクター／ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプへの依存度の高い当社にとって、この開発競争

の結果または開発の遅れ等が、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

②競争激化による価格低下リスクについて 

プロジェクター及びランプ方式リヤプロＴＶともに、セットメーカー間の価格競争が激しく、それ

につれてランプの平均販売単価も下落しています。ランプの平均販売単価の下落を、販売数量あるい

はコストダウンで吸収できなくなれば、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 
(5)潜在的な特許係争リスク 

ランプメーカーの間では潜在的な特許係争リスクを抱えています。当社は、特許に関しては細心の

注意を払うとともに、防戦の意味からも知的財産権としての特許を重視しており、必要な特許の申請

及び取得を積極的に進めています。 

また、製品開発に関しては特許侵害のないよう注意を払っていますが、他社からの特許侵害の訴訟

を受ける可能性を完全に払拭することはできません。この場合、当該係争の内容によっては、当社の

業績が影響を受ける可能性があります。 

 

(6)主要な事業活動の前提となる事項について 
当社の主要製品であるプロジェクター用ランプ及びリヤプロＴＶ用ランプは放電灯の一種であり、

放電を起こしやすくするため、水銀等とともに発光管内に微量の放射性同位元素を封入しています。 
当社は、この放射性同位元素を取り扱うにあたり、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律第３条第１項の規定に基づく許可を受けています。 
当該許可に関し、その有効期限その他の期限について法令等における定めは有りませんが、許可の

取消若しくは停止事由として、同法第 26 条第１項又は第２項に規定する事項に該当する場合があげ

られます。 
現時点においてその継続に支障をきたす要因はありませんが、もし許可の取消又は停止事由が発生

した場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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4.中間連結財務諸表等 
 
① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,360,996   3,028,976   2,632,297

２ 受取手形及び売掛金 ※３  3,412,319   2,850,631  2,904,265  

３ たな卸資産   1,401,658 1,208,780  1,261,579  

４ 繰延税金資産   131,753 243,253  326,196  

５ その他   246,156 283,360  244,153  

貸倒引当金   △8,730 △7,687  △6,167  

流動資産合計   6,544,153 55.0 7,607,314 61.7  7,362,323 59.2 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1  1,376,361   1,302,942   1,355,548

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※1,2  1,769,824   2,033,553   2,302,246

(3) 土地   1,001,437   1,001,437   1,001,437

(4) 建設仮勘定   819,079 32,830  10,817  

(5) その他 ※１  114,024 119,043  124,361  

有形固定資産合計   5,080,727 42.7 4,489,807 36.4  4,794,411 38.6 

２ 無形固定資産   13,235 0.1 10,679 0.1  11,740 0.1 

３ 投資その他の資産     

(1) 繰延税金資産   16,570 21,027  17,081  

(2) その他   237,485 210,051  250,795  

  貸倒引当金   △3,259 △4,218  △4,628  

投資その他の資産 
合計 

  250,796 2.1 226,860 1.8  263,248 2.1 

固定資産合計   5,344,759 45.0 4,727,347 38.3  5,069,400 40.8 

資産合計   11,888,913 100.0 12,334,661 100.0  12,431,724 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※３  754,864 692,104  731,054

２ １年以内返済予定 
  長期借入金 

  170,020 249,040  244,920

３ 未払法人税等   591,601 404,260  558,592

４ 賞与引当金   159,236 140,774  225,244

５ その他 ※２  382,983 577,626  662,715

流動負債合計   2,058,705 17.3 2,063,805 16.7  2,422,526 19.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   703,420 379,480  504,000

２ 長期未払金   － 123,888  －

３ 繰延税金負債   1,424 1.166  2,213

４ 役員退職慰労引当金   132,999 －  143,532

５ その他   1,200 1,200  1,200

固定負債合計   839,044 7.1 505,735 4.1  650,945 5.2

負債合計   2,897,749 24.4 2,569,540 20.8  3,073,471 24.7

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,133,177 17.9 －  2,133,177 17.2

Ⅱ 資本剰余金   2,563,867 21.6 －  2,563,867 20.6

Ⅲ 利益剰余金   4,217,104 35.5 －  4,570,522 36.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  79,510 0.7 －  88,361 0.7

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,495 △0.0 －  2,323 0.0

資本合計   8,991,163 75.6 － －  9,358,252 75.3

負債及び資本合計   11,888,913 100.0 － －  12,431,724 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － 2,133,177  －

２ 資本剰余金   － 2,563,867  －

３ 利益剰余金   － 5,001,340  －

４ 自己株式   － △79  －

株主資本合計   － 9,698,305 78.6  －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  － 65,967  －

２ 為替換算調整勘定   － 847  －

評価・換算差額等 
合計 

  － 66,815 0.5  －

純資産合計   － 9,765,120 79.2  －

負債純資産合計   － － 12,334,661 100.0  － －
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② 中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   6,065,800 100.0 5,797,336 100.0  11,792,998 100.0

Ⅱ 売上原価   3,688,674 60.8 3,668,818 63.3  7,276,693 61.7

売上総利益   2,377,126 39.2 2,128,518 36.7  4,516,304 38.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  858,234 14.1 989,159 17.1  1,842,162 15.6

営業利益   1,518,892 25.0 1,139,358 19.7  2,674,142 22.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  444 643 1,217 

２ 受取配当金  262 412 262 

３ 為替差益  72,869 3,735 102,899 

４ 雑収入  4,572 2,689 8,148 

計   78,148 1.3 7,479 0.1  112,527 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  6,680 4,725 12,225 

２ 投資有価証券評価損  － 586 － 

３ コミットメントライ
ン関連手数料 

 1,500 2,508 5,149 

４ 上場関連費用  12,000 － 12,000 

５ 雑損失  12 － 86 

計   20,192 0.3 7,820 0.1  29,461 0.2

経常利益   1,576,848 26.0 1,139,018 19.6  2,757,208 23.4

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  3,166 1,275 2,717 

計   3,166 0.1 1,275 0.0  2,717 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 2,306 1,814 3,165 

２ 減損損失 ※３ 25,064 － 25,064 

３ 棚卸資産廃棄損  1,253 － 1,406 

４ クレーム補償費用 ※４ － － 383,474 

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 39,809 － 39,809 

６ 役員退職慰労金  － 11,558 － 

計   68,434 1.1 13,373 0.2  452,921 3.8

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  1,511,580 24.9 1,126,920 19.4  2,307,003 19.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 582,083 386,781 1,111,712 

法人税等調整額  42,008 624,091 10.3 94,342 481,124 8.3 △159,651 952,061 8.1

中間(当期)純利益   887,488 14.6 645,796 11.1  1,354,941 11.5
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③ 中間連結剰余金計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,563,867  2,563,867

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
残高 

 2,563,867  2,563,867

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,554,967  3,554,967

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間(当期)純利益  887,488 887,488 1,354,941 1,354,941

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  171,051 285,086 

２ 役員賞与 
(うち、監査役賞与) 

 
54,300
(5,430)

225,351
54,300 
( 5,430)

339,386

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
残高 

 4,217,104  4,570,522
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 
 
当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,133,177 2,563,867 4,570,522 － 9,267,567

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 － － △159,648 － △159,648

 利益処分による役員賞与 － － △55,330 － △55,330

 中間純利益 － － 645,796 － 645,796

 自己株式の取得 － － － △79 △79

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ － 430,817 △79 430,737

平成18年９月30日残高(千円) 2,133,177 2,563,867 5,001,340 △79 9,698,305

 
評価・換算差額等  

項目 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 88,361 2,323 90,685 9,358,252 

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 － － － △159,648 

 利益処分による役員賞与 － － － △55,330 

 中間純利益 － － － 645,796 

 自己株式の取得 － － － △79 

 株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額) 

△22,393 △1,476 △23,869 △23,869 

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円) 

△22,393 △1,476 △23,869 406,867 

平成18年９月30日残高(千円) 65,967 847 66,815 9,765,120 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,511,580 1,126,920 2,307,003

２ 減価償却費  304,196 370,407 681,818

３ 減損損失  25,064 ― 25,064

４ 役員退職慰労引当金の 
増加額(△：減少額) 

 50,110 △143,532 60,642

５ 賞与引当金の増加額 
(△：減少額) 

 △62,954 △84,469 3,052

６ 貸倒引当金の増加額 
(△：減少額) 

 △2,050 1,110 △3,244

７ 受取利息及び受取配当金  △706 △1,055 △1,479

８ 支払利息  6,680 4,725 12,225

９ 投資有価証券評価損益  △1,005 586 －

10 固定資産除却損  2,306 1,814 3,165

11 売上債権の減少額 
(△：増加額) 

 △559,346 53,634 △51,291

12 たな卸資産の減少額  132,442 52,799 272,521

13 未収入金の減少額 
(△：増加額) 

 44,297 △24,486 18,614

14 仕入債務の増加額 
(△：減少額) 

 136,794 △38,950 112,985

15 未払金の増加額 
(△：減少額) 

 △27,052 △85,123 402,156

16 長期未払金の増加額   － 123,888 －

17 利益処分による役員賞与  △54,300 △55,330 △54,300

18 その他  △59,716 △21,721 △15,112

小計  1,446,339 1,281,218 3,773,822

19 利息及び配当金の受取額  706 1,055 1,479

20 利息の支払額  △6,358 △4,606 △11,903

21 法人税等の支払額  △974,622 △539,548 △1,537,023

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 466,064 738,119 2,226,374
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △1,081,409 △56,841 △1,321,565

２ その他  △294 △212 △962

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,081,704 △57,054 △1,322,528

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期借入金の返済 
による支出 

 △124,520 △120,400 △249,040

２ 割賦未払金の返済 
による支出 

 △22,306 △1,694 △38,202

３ 自己株式の取得による支出  － △79 －

４ 配当金の支払額  △171,051 △159,648 △285,086

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △317,878 △281,822 △572,328

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 5,531 △2,563 11,795

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額(△：減少額) 

 △927,986 396,679 343,314

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 2,288,982 2,632,297 2,288,982

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,360,996 3,028,976 2,632,297
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

 子会社２社の全てを連

結しています。 

 子会社の名称 

  株式会社ルクス 

  PEC LAMP USA CORP. 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 関連会社はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(事業年度)等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算

日は、２社ともに６月30日

です。 

 中間連結財務諸表の作

成に当たっては、同中間決

算日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日

との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っています。 

同左  連結子会社の決算日は、

２社ともに12月31日です。

 連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の

財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っています。

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 

    中間連結決算期

末日の市場価格

等に基づく時価

法(評価差額は部

分資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均

法により算定) 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間連結決算期

末日の市場価格

等に基づく時価

法(評価差額は部

分純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平

均法により算定)

イ 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

部分資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法によ

る原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 ロ デリバティブ取引に

より生じる債権及び債

務 

  時価法 

ロ デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

ロ デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

 ハ たな卸資産 

  当社及び在外連結子

会社は総平均法による

原価法を、また国内連結

子会社は先入先出法に

よる原価法を採用して

います。 

ハ たな卸資産 

同左 

ハ たな卸資産 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

  当社及び国内連結子会

社は定率法によってお

り、耐用年数及び残存価

額については、法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっています。 

  また、在外連結子会社

は定額法によっており、

耐用年数及び残存価額に

ついては当該国の会計基

準の規定に基づいていま

す。 

  ただし、当社及び国内

連結子会社は平成10年４

月１日以降に取得した建

物(建物附属設備は除く)

については、法人税法に

定める定額法を採用して

います。 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

   なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年

  機械装置及び運搬具 

４～12年

なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年

  機械装置及び運搬具 

４～15年

なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

７～38年

  機械装置及び運搬具 

４～12年

 ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によって

います。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

 (3) 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、回収不

能見込額を計上していま

す。 

 ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ています。 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

   財務内容評価法によ

っています。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 ａ 一般債権 

同左 

 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 ａ 一般債権 

同左 

 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ロ 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当中間期に負担すべ

き支給見込額を計上して

います。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当連結会計年度に負

担すべき支給見込額を計

上しています。 

 ハ 役員退職慰労引当金 

  当社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、

当社の役員退職慰労金規

程に基づく中間連結会計

期間末要支給額を計上し

ています。 

 

ハ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、当社は内

規に基づく要支給額を計

上しておりましたが、平成

18年６月23日開催の定時

株主総会の日をもって役

員退職慰労金制度を廃止

いたしました。これに伴

い、これまでの在任期間中

の職務遂行の対価部分相

当額を退職慰労金として

打切り支給することが同

株主総会において、承認可

決されました。 

これにより中間連結

会計期間おいて、役員退

職慰労引当金を全額取

崩し、打切り支給額の未

払分123,888千円につい

ては、固定負債の「長期

未払金」に計上していま

す。 

ハ 役員退職慰労引当金 

  当社の役員の退職慰労

金の支出に備えるため、

当社の役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額

を計上しています。 

 (4) 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

います。 

同左 同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

て、特例要件を満たして

いるため、特例処理を採

用しています。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジの手段と対象 

ヘッジの手段 

 金利スワップ 

ヘッジの対象 

 借入金の利息 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

 ③ヘッジの方針 

借入金の金利変動リス

クを回避する目的で、金

利スワップ取引によりキ

ャッシュ・フローヘッジ

を行っています。 

③ヘッジの方針 

同左 

③ヘッジの方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法

以下の条件を満たす金

利スワップを締結してい

ます。 

  Ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入

金の元本が一致し

ている。 

  Ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期

間及び満期が一致

している。 

  Ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデック

スと金利スワップ

で受払される変動

金利のインデック

スが、ＴＩＢＯＲ

＋０．４３％で一

致している。 

  Ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改

定条件が一致して

いる。 

  Ⅴ 金利スワップの受

払条件がスワップ

期間を通して一定

である。 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 よって、金利スワップ

は特例処理の要件を満

たしているので中間決

算日における有効性の

評価を省略しています。

 よって、金利スワップ

は特例処理の要件を満

たしているので決算日

における有効性の評価

を省略しています 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (6) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

イ 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

によっています。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、中間連結貸借対照

表上、流動資産の「その

他」に含めて表示してい

ます。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 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

式によっています。 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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いま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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

投資からなっています。 
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会計処理の変更 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

当中間連結会計期間より、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。 

これにより税金等調整前中間純利

益は、25,064千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

――― (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。 

これにより税金等調整前当期純利

益は、25,064千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。 

――― 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,765,120千円で

あります。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の一部改正) 

当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会最終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号）

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。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 

 
 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,063,482千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,796,416千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,433,096千円

※２ 担保に供している資産と、こ

れに対応する債務は次の通りで

す。 

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械装置及び運搬具 43,092 

  

――― ※２ 担保に供している資産と、こ

れに対応する債務は次の通りで

す。 

担保に供している資産 

科目 金額(千円)

機械装置及び運搬具 25,757

  

対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

17,589 

  

 
対応する債務 

科目 金額(千円)

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

1,694

  
――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形  10,715千円 

支払手形  45,210千円 

――― 
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(中間連結損益計算書関係) 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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

主要な科目及び金額は次の通り

です。 

荷造・運搬費 47,636千円

役員報酬 47,682千円

従業員給与 198,854千円

賞与引当金 
繰入額 

55,689千円

退職給付費用 5,819千円

その他の 
人件費 

52,661千円

支払手数料 59,847千円

減価償却費 35,623千円

研究開発費 120,522千円

その他 233,897千円

計 858,234千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な科目及び金額は次の通り

です。 

荷造・運搬費 68,658千円

役員報酬 80,081千円

従業員給与 213,320千円

賞与引当金 
繰入額 

45,735千円

退職給付費用 5,952千円

その他の 
人件費 

51,421千円

支払手数料 66,513千円

減価償却費 34,792千円

研究開発費 176,789千円

その他 245,894千円

計 989,159千円
 

※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通り

です。 

荷造・運搬費 119,206千円

役員報酬 98,540千円

従業員給与 415,146千円

賞与引当金 
繰入額 

101,390千円

退職給付費用 11,189千円

その他の 
人件費 

114,913千円

支払手数料 117,519千円

減価償却費 71,658千円

研究開発費 285,444千円

交際費 85,702千円

その他 421,450千円

計 1,842,162千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

構築物除却損 2,164千円

機械装置及び 
運搬具除却損 

141千円

計 2,306千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

機械装置及び
運搬具除却損

1,814千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

通りです。 

建物及び 
構築物除却損 

2,164千円

機械装置及び
運搬具除却損 

1,001千円

計 3,165千円
 

※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは、下記の遊休土地につ

いて減損損失を計上しました。 

 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 

 従来、休止固定資産としていまし

た上記土地は、将来使用する見込み

がなくなったことから売却予定地と

しましたが、地価が著しく下落して

いるため、減損損失を認識いたしま

した。 

なお、当該土地の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士からの不動産鑑定評価

額に基づいて評価しております。 

――― ※３ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは、下記の遊休土地について

減損損失を計上しました。 

 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地）

種類 土地 

金額 25,064千円 

 従来、休止固定資産としていまし

た上記土地は、将来使用する見込み

がなくなったことから売却予定地と

しましたが、地価が著しく下落して

いるため、減損損失を認識いたしま

した。 

なお、当該土地の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士からの不動産鑑定評価

額に基づいて評価しております。 



 

24 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― ――― ※４ クレーム補償費用 
当社グループが平成 18 年３月期

に売上計上した製品ランプの一部

について、特定の使用条件下で品質

基準を満たさないことが判明しま

した。当社グループとしては専門メ

ーカーとしての技術的責任がある

ものと判断し、交換費用等の一部を

負担することで顧客と協議の上合

意しました。これに伴う損失額

383,474 千円をクレーム補償費用と

して特別損失に計上しました。 
 
 

 (中間連結株主資本等変動計算書関係) 
当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 22,806,900 － － 22,806,900
 
 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) － 99 － 99
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りです。 

 単元未満株式の買取りによる増加    99株 

 
 
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平 成 18 年 6 月 23 
日定時株主総会 

普通株式 159,648 7.00 平成18年3月31日 平成18年6月26日

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となる

もの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月15日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 114,034 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日） 

現金及び預金勘定 1,360,996千円

現金及び現金同等物 1,360,996千円
 

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関

係 

(平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 3,028,976千円

現金及び現金同等物 3,028,976千円
 

 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）

現金及び預金 2,632,297千円

現金及び現金同等物 2,632,297千円
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5.セグメント情報 
 

事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行ってお

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。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行ってお

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。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行ってお

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。 

 
所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略していま

す。 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略していま

す。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合が、いず

れも90％を超えているため記載を省略しています。 

 
海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 475,787 3,152,786 81,865 3,710,439

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,065,800

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.8 52.0 1.4 61.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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す。 
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当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 207,733 3,062,803 20,529 3,291,066

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,797,336

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

3.6 52.8 0.4 56.8

 (注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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す。 

 
前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 756,311 6,280,307 108,870 7,145,489

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,792,998

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.4 53.3 0.9 60.6

 (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

※北米………………米国、カナダ、メキシコ 

※アジア……………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

※その他の地域……欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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す。 
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６.リース取引 

該当する事項はありません。 

７.有価証券 

 
前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 157,200 133,856

 
２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 21,624 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 134,400 111,056

 
２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 21,624 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

 ① 株式 23,344 172,100 148,756

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 非上場外国株式 22,211 
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8.デリバティブ取引 
 
 

半期報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 

 
 

9.生産、受注及び販売の実績 
 
(1) 生産実績 

 

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

プ ロ ジ ェ ク タ ー 用 ラ ン プ 3,473,335 89.1 

ラ ン プ 方 式 リ ヤ プ ロ Ｔ Ｖ 用 ラ ン プ 931,933 96.5 

そ の 他 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 等 589,150 113.7 

合 計 4,994,420 92.8 

(注) １ 金額は、販売価格によっています。 

２ 金額には、消費税等は含まれていません。 
３ 「その他ハロゲンランプ等」の生産実績の内訳は次の通りです。 

(単位：千円、％) 

製品タイプ別 金額 前年同期比 

一 般 照 明 用 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 367,633 111.6 

自 動 車 用 ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 207,649 120.5 

一般照明用メタルハライドランプ 13,867 84.3 

合計 589,150 113.7 

 
(2) 受注実績 

当社の企業集団は、短納期見込生産を行っているため、該当事項はありません。 
 
(3) 販売実績 

製品タイプ別の販売実績につきましては、3.経営成績及び財政状態の 1.経営成績(2)事業の種類別セグメント業績に

記載しています。 
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10.１株当たり情報 
 

(１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 

394円23銭 

１株当たり純資産額 

428円17銭

１株当たり純資産額 

407円90銭

１株当たり中間純利益 

38円91銭 

 

１株当たり中間純利益 

28円32銭

１株当たり当期純利益 

56円98銭

なお、潜在株式調整後の１株当た

り中間純利益については、潜在株式

が存在していないため記載していま

せん。 

当社は、平成16年11月19日付けで

普通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行いました。 

前中間連結会計期間の期首に当

該株式分割が行われたと仮定した場

合の前中間会計期間における(１株

当たり情報)の各数値は次の通りで

す。 

1株当たり純資産額 331円32銭 

1株当たり中間純利益 34円05銭 

同   左 

 

 

 

――― 

なお、潜在株式調整後の１株当た

り当期純利益については、潜在株式

が存在していないため記載していま

せん。 

――― 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末

平成17年９月30日 
当中間連結会計期間末 

平成18年９月30日 
前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

中間連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円） 

― 9,765,120 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 9,765,120 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 22,806,900 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 99 ―

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(株) 

― 22,806,801 ―

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 887,488 645,796 1,354,941

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 55,330

（うち利益処分による役員賞与） ― ― (55,330)

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

887,488 645,796 1,299,611

普通株式の期中平均株式数(株) 22,806,900 22,806,888 22,806,900
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11.重要な後発事象 
 
 

該当事項はありません。 


