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平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年１月 26 日 

会 社 名 愛光電気株式会社             （JASDAQ・コード番号：９９０９） 
（URL http://www.aiko-denki.co.jp/） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 近藤  保 
問合せ先責任者 役  職  名 取締役経理部長 
      氏    名 渡邊 幹夫           （Tel：（0465）37－2111） 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ：  ○有  ・ 無 

・引当金及び法人税等の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。 
② 最近会計年度からの会計方針の方法の変更の有無  ：  有 ・ ○無  
③ 連結及び持分法の適用範囲の有無  ：  有 ・ ○無  

 
２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月21日～平成18年12月20日） 

(1) 経営成績の進捗状況                     （百万円未満切捨） 
 売上高 営業利益 経常利益 

四半期（当期）
純利益 

    百万円   ％    百万円   ％    百万円   ％     百万円   ％

19年３月期 第３四半期 8,251 ( 17.4) 120 (  － ) 213 (258.6) 88 (172.3)

18年３月期 第３四半期 7,028 (  7.1) △ 16 (  － ) 59 (△33.9) 32 (△21.4)

（参考）18 年３月期 9,564  △40  51  21  
 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益 

  

     円  銭    円 銭  

19年３月期 第３四半期 20 14 ―――――     
18年３月期 第３四半期 7 39 ―――――     
（参考）18 年３月期 4 79 ―――――     
（注） 前年同四半期については売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四

半期増減率を示して表示しております。 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期におけるわが国経済は、銅地金等原材料価格並びに原油価格の高騰が長期化す

る中、円安基調を背景に輸出産業を中心とした企業収益の改善がみられており、景気も穏やか

な回復基調を示しております。 

 こうした情勢の中で、業績の向上、業務の改善に努めてまいりました。遊休地について減損

損失 22 百万円を計上いたしましたが、電設資材事業部門の業績は当期首より引き続き好調に推

移いたしました。 

 その結果、第３四半期の売上高は 8,251 百万円（前年同期比 17.4％増）、営業利益は 120 百

万円（前年同期は 16 百万の損失）、経常利益は 213 百万円（前年同期比 258.6％増）、四半期純

利益は 88 百万円（前年同期比 172.3％増）を計上いたしました。 
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(2) 財政状態の変動状況                     （百万円未満切捨） 

 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

19年３月期 第３四半期 5,929 1,889 31.9 429 93 
18年３月期 第３四半期 5,142 1,837 35.7 417 83 
（参考）18 年３月期 5,044 1,834 36.4 417 18 

 

【キャッシュ・フローの状況】                  （百万円未満切捨） 

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 第３四半期 △326 △24 528 636 
18年３月期 第３四半期 274 △43 △ 84 646 
（参考）18 年３月期 208 △54 △195 458 
 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
（財政状態の変動状況） 

 当第３四半期における総資産は、売上高拡大に伴う売上債権の増加の為、5,929 百万円とな

り、前年第３四半期末と比べて 787 百万円増加しました。また純資産は 1,889 百万円となり、

前年第３四半期末と比べて 51 百万円増加しました。 

（キャッシュ・フローの状況） 
 当第３四半期におけるキャッシュ・フローは、売上債権の増加と、原材料高騰に伴う仕入原

価増加により、営業活動の資金支出が 326 百万円となり、固定資産取得等による投資活動の資

金支出が 24 百万円、社債の償還及び短期借入の増加により財務活動の資金収入が 528 百万円と

なりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の第３四半期残高は 636 百万円となり、前年第３四半期末と

比べて 10 百万円減少しました。 

 

【参 考】 

 平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年３月 21 日～平成 19 年３月 20 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 10,600 136 46 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10 円 59 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
 業績は概ね予想通りに推移しており平成18年11月２日発表の業績予想に変更はありません。 

 

※ 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いて作成したも

のでありますが、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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〔添付資料〕 

１． （要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

当第３四半期 

(平成18年12月20日

現在) 

前第３四半期 

(平成17年12月20日

現在） 

増減 

（参考） 

前会計年度 

(平成18年３月20日

現在) 

期 別 

 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 
増減率 
(％) 

金 額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１.現金及び預金 636,472 646,764  458,894

２.受取手形 2,066,358 1,409,242  1,472,514

３.売掛金 1,572,056 1,422,559  1,606,718

４.たな卸資産 429,835 369,842  265,987

５.その他 114,602 116,237  94,050

６.貸倒引当金 △60,694 △29,229  △55,185

流動資産合計 4,758,630 3,935,417 823,212 120.9 3,842,981

Ⅱ 固定資産  

１.有形固定資産  

(1)建物 273,814 289,937  285,467

(2)土地 415,040 437,490  437,490

(3)その他 60,686 63,589  59,957

有形固定資産合計 749,541 791,016 △41,475 94.8 782,914

２.無形固定資産 57,510 54,221 3,288 106.1 59,609

３.投資その他の資産  

(1)投資有価証券 101,393 90,170  104,475

(2)その他 339,638 318,517  333,445

(3)貸倒引当金 △77,033 △46,873  △78,697

投資その他の資産合計 363,998 361,814 2,184 100.6 359,223

固定資産合計 1,171,049 1,207,052 △36,002 97.0 1,201,747

資産合計 5,929,680 5,142,470 787,210 115.3 5,044,728
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（単位：千円） 

当第３四半期 

(平成18年12月20日

現在) 

前第３四半期 

(平成17年12月20日

現在） 

増減 

（参考） 

前会計年度 

(平成18年３月20日

現在) 

期 別 

 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 
増減率 
(％) 

金 額 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１.支払手形 393,842 363,660  426,126

２.買掛金 990,164 828,601  763,867

３.短期借入金 2,250,000 1,600,000  1,490,000

４.一年以内償還予定社債 ― 200,000  200,000

５.賞与引当金 27,536 26,145  54,000

６.その他 241,410 158,219  145,267

流動負債合計 3,902,953 3,176,625 726,327 122.9 3,079,261

Ⅱ 固定負債  

１.退職給付引当金 93,629 91,939  93,161

２.役員退職慰労引当金 43,539 36,144  37,868

固定負債合計 137,168 128,084 9,084 107.1 131,029

負債合計 4,040,122 3,304,709 735,412 122.3 3,210,291

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 611,650  

２ 資本剰余金 691,950  

３ 利益剰余金 575,194  

４ 自己株式 △5,563  

株主資本合計 1,873,231  

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券評価差額金 16,327  

評価・換算差額等合計 16,327  

純資産合計 1,889,558  

負債・純資産合計 5,929,680  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 611,650  611,650

Ⅱ 資本剰余金 691,950  691,950

Ⅲ 利益剰余金 528,866  517,434

Ⅳ その他有価証券評価差額金 9,814  18,292

Ⅴ 自己株式 △4,520  △4,889

資本合計 1,837,760  1,834,437

負債・資本合計 5,142,470  5,044,728
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２． （要約）四半期損益計算表 

（単位：千円） 

当第３四半期 

(自 平成18年３月21日

至 平成18年12月20日)

前第３四半期 

(自 平成17年３月21日

至 平成17年12月20日)

増減 

（参考） 

前会計期間 

(自 平成17年３月21日

至 平成18年３月20日)

 

期 別 

 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 
増減率 
(％) 

金 額 

Ⅰ 売上高 8,251,893 7,028,561 1,223,331 117.4 9,564,152

Ⅱ 売上原価 6,916,697 5,856,556 1,060,141 118.1 7,967,704

売上総利益 1,335,195 1,172,005 163,190 113.9 1,596,447

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,214,313 1,188,564 25,749 102.2 1,637,082

営業利益又は営業損失 120,882 △16,559 137,441 ― △40,634

Ⅳ 営業外収益 136,767 116,054 20,712 117.8 136,498

Ⅴ 営業外費用 43,995 39,912 4,082 110.2 43,897

経常利益 213,654 59,582 154,071 358.6 51,966

Ⅵ 特別利益 ― 19,080 △19,080 ― 1,162

Ⅶ 特別損失 23,027 68 22,958 ― 85

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

190,627 78,595 112,032 242.5 53,043

法人税、住民税及び事業税 101,689 31,506 70,182 322.8 44,269

法人税等調整額 397 14,578 △14,181 2.7 △12,304

四半期（当期）純利益 88,539 32,509 56,030 272.3 21,077

 

３． （要約）四半期株主資本等変動計算書 

当四半期（要約）株主資本等変動計算書（自平成 18 年３月 21 日 至平成 18 年 12 月 20 日）   （単位：千円） 

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 

評価・換算

差額等 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成18年３月20日残高 611,650 691,950 517,434 △4,889 1,816,144 18,292 ― 1,834,437 

当四半期中の変動額         

 剰余金の配当 ― ― △30,780 ― △30,780 ― ― △30,780 

 四半期純利益 ― ― 88,539 ― 88,539 ― ― 88,539 

 自己株式の取得 ― ― ― △673 △673 ― ― △673 

 株主資本以外の項目の 
 当四半期中の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ― △1,965 ― △1,965 

当四半期中の変動額合計 ― ― 57,759 △673 57,086 △1,965 ― 55,120 

平成18年12月20日残高 611,650 691,950 575,194 △5,563 1,873,231 16,327 ― 1,889,558 
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４． （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当第３四半期 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年12月20日)

 
前第３四半期 

(自 平成17年３月21日 

至 平成17年12月20日) 

（参考） 

前会計期間 

(自 平成17年３月21日 

至 平成18年３月20日)

 

期 別 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 

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（当期）純利益 190,627 78,595 53,043

減価償却費 36,757 35,423 49,334

減損損失 22,450 ― ―

退職給付引当金の増減額（△は減少） 468 1,287 2,509

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,671 △8,199 △6,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,846 △6,168 51,611

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,463 △35,811 △7,956

受取利息及び配当金 △3,528 △2,836 △4,376

支払利息 9,101 10,895 13,123

受取手形の増減額（△は増加） △593,843 187,781 124,508

売掛金増減額（△は増加） 34,662 163,518 △22,110

商品増減額（△は増加） △163,847 △130,477 △26,622

前払費用増減額（△は増加） △8,342 △1,511 2,167

未収入金増減額（△は増加） △6,149 14,732 9,280

その他流動資産増減額（△は増加） △12,719 △22,910 17,979

破産・更生債権等の増減額（△は減少） △48 △4,168 △13,470

支払手形増減額（△は減少） △32,284 △45,690 16,775

買掛金増減額（△は減少） 226,296 82,130 17,396

未払金増減額（△は減少） △10,268 △3,271 △618

その他 21,201 △494 3,445

小  計 △306,414 312,826 279,544

利息及び配当金の受取額 4,006 3,212 4,172

利息の支払額 △9,667 △12,928 △14,801

法人税等の支払額 △14,189 △28,204 △60,604

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,264 274,905 208,311

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 △15,923 △15,402 △19,016

無形固定資産の取得による支出 △8,390 ― △16,960

投資有価証券の取得による支出 △193 △15,166 △15,341

関係会社株式の売却による収入 ― 5,000 5,000

その他 △264 △18,071 △8,221

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,771 △43,640 △54,539

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 760,000 170,000 60,000

長期借入金の返済による支出 ― △19,150 △19,150

社債の償還による支出 △200,000 △200,000 △200,000

自己株式取得による支出 △673 △278 △648

配当金の支払額 △30,713 △35,239 △35,246

財務活動によるキャッシュ・フロー 528,613 △84,668 △195,044

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 177,577 146,597 △41,272

Ⅵ 子会社合併による現金及び現金同等物の増加額 ― 570 570

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 458,894 499,596 499,596

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 636,472 646,764 458,894

 
 


