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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 12,333 ― △1,212 ― △1,198 ― △1,159 ―

20年3月期第1四半期 13,936 2.3 △157 ― △90 ― △380 ―

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

21年3月期第1四半期 △15.63 ―

20年3月期第1四半期 △4.89 ―

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

21年3月期第1四半期 71,401 29,286 38.6 371.45
20年3月期 76,823 31,469 38.4 397.82

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,567百万円 20年3月期  29,526百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 30,000 ― △1,000 ― △1,000 ― △1,000 ― △13.47

通期 70,000 △2.4 1,200 △55.4 1,100 △51.0 200 △80.7 2.69

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、３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、３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）業績予想につきましては発表日現在のデーターに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる
場合があります。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  78,219,507株 20年3月期  78,219,507株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,003,193株 20年3月期  3,999,292株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  74,218,265株 20年3月期第1四半期  77,863,994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

　当第１四半期のわが国経済は、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰や米国経済の後退の影響により企業

収益は急速に落ち込み企業の景況感も悪化しております。

　このような状況の下で、当社グループは市場ニーズに対応すべく新製品の開発・市場投入と一層の経営効率化

をすすめ、業績の向上に取り組んでまいりました。

　これらの結果、売上高は12,333百万円、営業損失1,212百万円、経常損失1,198百万円となりました。四半期純

損失は、国土交通省４地方整備局より他業者と連帯で受けている情報表示整備工事に係わる損害賠償請求のうち、

当社に係わる291百万円を特別損失に計上した結果、1,159百万円となりました。

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

＜照明部門＞

　照明部門では、前期好調でありました道路・トンネル分野の需要が一巡したことに加え、道路特定財源をめぐ

る混乱の影響で関連工事がストップしたこと等により、売上高は7,118百万円、営業損失524百万円となりまし

た。

＜光応用部門＞

　光応用部門は前期終盤からの需要の低迷および厳しい価格競争による販売価格の低下等により、売上高は5,005

百万円、営業損失116百万円となりました。

＜その他部門＞

　その他部門では売上高は209百万円、営業損失5百万円となりました。

　なお、当社グループの売上・利益は期末に集中する季節的傾向があり、各四半期の売上高及び利益は通期実績

の水準に比べ乖離が大きくなっております。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

　①日本

　照明部門での需要一巡、光応用部門での需要の低迷等の影響により売上高は11,342百万円、営業損失601百

万円となりました。

　②北米　

　米国景気の後退および為替変動の影響により売上高は888百万円、営業利益11百万円となりました。

　③アジア　　　　　　

　中国生産拡大等により売上高は279百万円、営業利益33百万円となりました。

　④ヨーロッパ

　販売体制効率化により売上高は35百万円、営業利益1百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は71,401百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,421百万円の減少となりました。

その主な要因は、資産の部では売掛金の減少6,418百万円および棚卸資産の増加1,354百万円等であります。負債

の部では買掛金の減少2,680百万円および短期借入金の減少979百万円等であります。純資産の部では当第１四半

期純損失1,159百万円による利益剰余金の減少、評価・換算差額等の減少425百万円等であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、957百万円減少し、

11,378百万円となりました。

　　①営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は1,126百万円となりました。主な増加要

因は、税金等調整前四半期純損失1,545百万円、棚卸資産の増加1,526百万円、仕入債務の減少2,064百万円を

上回る売上債権の減少6,290百万円によるものです。

　　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は309百万円となりました。主な減少要因

は有形固定資産の取得288百万円によるものです。

　　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は1,590百万円となりました。主な減少要

因は、短期借入金の返済による支出（純額）979百万円および配当金の支払額372百万円によるものです。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　昨年の建築基準法改正による照明事業への悪影響が改善する兆しがなく、また米国の景気後退による企業の景

況感の予想以上の落込みで、光応用事業でも大きな改善を見込めないことから、期初業績予想の修正に至ったも

のであります。

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）

　  該当事項はない。

（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　簡便な会計処理

棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっている。

　　　②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

　税金費用については、原則として、当第１四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いる。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示している。　

（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

　    ①　「四半期財務諸表による会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用し

ている。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成している。　　

　　　②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法に基づく原価法によっていたが、当第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　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定している。これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ557百万円

増加している。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

　　　③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用している。これによる損益に与える影響はない。

　　　④　「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっている。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価格を零とする定額法を採用している。また、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、従来どおり賃貸借処理を継続する方法を適用している。これによる損益に与える影

響は軽微である。



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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,230 13,187

受取手形及び売掛金 13,403 19,809

商品及び製品 7,279 6,105

仕掛品 1,728 1,900

原材料及び貯蔵品 4,071 3,718

その他 2,933 2,156

貸倒引当金 △66 △72

流動資産合計 41,579 46,806

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,216 12,216

その他（純額） 9,000 9,194

有形固定資産合計 21,217 21,410

無形固定資産 783 807

投資その他の資産 7,819 7,794

固定資産合計 29,819 30,013

繰延資産 2 3

資産合計 71,401 76,823

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,724 15,855

短期借入金 1,719 2,698

未払法人税等 118 273

引当金 283 1,058

その他 5,910 5,198

流動負債合計 21,756 25,085

固定負債   

社債 3,900 3,900

長期借入金 888 902

退職給付引当金 9,699 9,519

その他の引当金 246 260

負ののれん 596 637

その他 5,026 5,048

固定負債合計 20,358 20,268

負債合計 42,115 45,353



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,175 6,175

利益剰余金 10,664 12,196

自己株式 △936 △934

株主資本合計 24,544 26,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 726 609

土地再評価差額金 3,067 3,067

為替換算調整勘定 △770 △228

評価・換算差額等合計 3,023 3,449

少数株主持分 1,718 1,943

純資産合計 29,286 31,469

負債純資産合計 71,401 76,823



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 12,333

売上原価 9,587

売上総利益 2,745

販売費及び一般管理費 3,958

営業損失（△） △1,212

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 50

負ののれん償却額 40

持分法による投資利益 18

その他 49

営業外収益合計 170

営業外費用  

支払利息 50

退職給付会計基準変更時差異の処理額 78

その他 28

営業外費用合計 157

経常損失（△） △1,198

特別利益  

役員賞与引当金戻入益 5

その他 1

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産売却損 0

損害賠償金 291

その他 60

特別損失合計 352

税金等調整前四半期純損失（△） △1,545

法人税等 △369

少数株主損失（△） △15

四半期純損失（△） △1,159



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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損失（△） △1,545

減価償却費 442

負ののれん償却額 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 54

持分法による投資損益（△は益） △18

有形固定資産売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 6,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,526

仕入債務の増減額（△は減少） △2,064

その他 △152

小計 1,374

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △91

法人税等の支払額 △219

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,126

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 △288

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △55

貸付金の回収による収入 38

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △309

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,548

短期借入金の返済による支出 △2,527

長期借入金の返済による支出 △27

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △372

少数株主への配当金の支払額 △210

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 △184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △957

現金及び現金同等物の期首残高 12,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,378



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成している。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はない。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 7,118 5,005 209 12,333 － 12,333

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 7,118 5,005 209 12,333 － 12,333

 営業利益　(△は営業損失) △524 △116 △5 △646 △565 △1,212

　（注）１．事業区分の方法　　　　製品の種類別区分による。

　　　　２．各事業区分の主要製品　照明部門……………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱灯、

その他一般照明

光応用部門…………情報機器（道路情報装置、IT、電子部品等）、特殊用途用光源・

器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療他）、電

子線照射装置（改質、滅菌他）

その他部門…………電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第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　平成18年７

月５日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「照明部門」の営業損失が420

百万円、「光応用部門」の営業損失が137百万円それぞれ増加している。

 



ｂ．所在地別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1） 外部顧客に対する売上高 11,144 887 266 35 12,333 － 12,333

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
198 0 13 － 212 △212 －

計 11,342 888 279 35 12,545 △212 12,333

営業利益 (△は営業損失) △601 11 33 1 △554 △657 △1,212

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………中国、シンガポール

(3）ヨーロッパ……イギリス

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第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　平成18年７

月５日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業損失が557百万

円増加している。

ｃ．海外売上高

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 968 343 141 105 1,558

Ⅱ 連結売上高（百万円） 12,333

Ⅲ
連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
7.8 2.8 1.1 0.9 12.6

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）アジア……………中国、シンガポール

(3）ヨーロッパ………イギリス

(4）その他の地域……オーストラリア

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ある。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はない。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 13,936

Ⅱ　売上原価 10,040

売上総利益 3,895

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,053

営業損失（△） △157

Ⅳ　営業外収益 204

１．受取利息　 12

２．受取配当金　 57

３．持分法による投資利益　 24

４．保険配当金　 24

５．その他　 86

Ⅴ　営業外費用 137

１．支払利息　 48

２．退職給付変更時差異償却額　 78

３．その他　 11

経常損失（△） △90

Ⅵ　特別利益 6

Ⅶ　特別損失 19

１．固定資産売却除却損　 5

２．訴訟関連費用　 12

３．その他　 1

税金等調整前四半期純損失（△） △102

 法人税、住民税及び事業税 254

 少数株主利益　 23

四半期純損失（△） △380

（２）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 7,887 5,719 329 13,936 － 13,936

営業利益 108 297 14 419 △577 △157
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