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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 1,839 ― △38 ― △48 ― △28 ―
20年3月期第1四半期 2,114 2.3 142 △15.9 130 △16.7 78 △1.9

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 △4.81 ―
20年3月期第1四半期 13.13 ―

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 8,133 3,780 46.5 634.09
20年3月期 8,369 3,916 46.8 656.90

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,780百万円 20年3月期  3,916百万円

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 ― ― ― 17.50 17.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 17.50 17.50

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  無   

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 4,900 △1.6 510 △3.0 480 △3.7 290 9.4 48.64
通期 10,500 9.8 1,170 31.1 1,100 31.5 660 46.6 110.70

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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基
づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照ください。 
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）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  5,962,000株 20年3月期  5,962,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  5,962,000株 20年3月期第1四半期  5,962,000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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰、原材料価格の上昇、サブプライムローン問題

による米国の金融不安・経済の減退等により、堅調に推移が見られた日本企業の収益にも影響を与えはじめ、設備投

資を抑制する動きや、また、生活必需品の価格上昇による消費者の購買意欲の減退等もあり、経済の先行きの不透明

感が拭えない状況で推移いたしました。

このような環境の下、店舗照明部門におきましては、顧客へのきめ細かな営業活動を展開してまいりましたが、第

１四半期が百貨店等の改装工事の端境期にあたることや、昨年下期に業績に影響を与えた百貨店等の合併・業務提携

に伴う店舗仕様の見直しによる改装時期を繰延べる動きが当第１四半期連結会計期間においても見られ、更には、サ

ブプライムローン問題等による景気減速懸念から設備投資を縮小する動きもあり、新規物件はもとより改装工事の発

注が減少いたしました。また、建築化照明部門におきましては、前連結会計年度まで着実な売上の伸びを示しており

ましたが、昨年の建築基準法改正による影響が当第１四半期連結会計期間においても見られ、地域開発プロジェクト

や商業施設等の建設着工の遅延により受注が見込まれた物件の製品の出荷に至らず売上が減少いたしました。一方、

紫外線部門におきましては、食品関連分野で大型案件の受注が獲得できました。

この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、店舗照明部門にあっては1,166百万円（前第1四半期連結

会計期間比17.8％減）、建築化照明部門にあっては543百万円（同5.1％減）、紫外線部門にあっては129百万円（同

6.1％増）となり、総じては1,839百万円（同13.0％減）となりました。

損益面では、売上高の減少に伴う売上総利益の減少や内部統制対応のためのＩＴシステムの見直し等で販売管理費

が増加したことにより、営業損失は38百万円（前第1四半期連結会計期間は営業利益142百万円）、経常損失は48百万

円（前第1四半期連結会計期間は経常利益130百万円）となりました。これに特別利益を加算した税金等調整前四半期

純損失は47百万円（前第1四半期連結会計期間は税金等調整前四半期純利益128百万円）となり、法人税等及び法人税

等調整額を加減した四半期純損失は28百万円（前第1四半期連結会計期間は四半期純利益78百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は8,133百万円となり、前連結会計年度末に比べ236百万円減少いたしました。流動資産

は4,531百万円となり、166百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が230百万円、受取手形及び売掛金

が136百万円それぞれ減少し、たな卸資産が238百万円増加したことによるものです。固定資産は3,602百万円となり、

70百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産が63百万円減少したことによるものです。

　当第１四半期末の負債合計は4,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円減少いたしました。流動負

債は3,372百万円となり、25百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が148百万円、未払法人税

等が65百万円それぞれ減少し、短期借入金が210百万円増加したことによるものです。固定負債は980百万円となり、

75百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が53百万円減少したことによるものです。

　当第１四半期末の純資産の部は3,780百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円減少いたしました。主な

要因は、利益剰余金が133百万円減少したことによるものです。

（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の残高は471百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て230百万円の減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は194百万円の支出となりました。主なプラス要因は、減価償却費91百万

円、売上債権の減少額136百万円等であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失47百万円、たな卸資産

の増加額238百万円、仕入債務の減少額148百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は80百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による

支出78百万円等によるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は44百万円の収入となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純増減

額210百万円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出61百万円、配当金の支払額104百万円であり

ます。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

当社の主要顧客である百貨店等の改装・増床工事等の設備投資の動向が春・秋商戦の前の２月、３月、８月、９月

に集中する傾向にあり、その結果、第２四半期及び第４四半期は売上高が高く、第１四半期及び第３四半期では低く

なる傾向にあります。

当第１四半期は、百貨店等の設備投資の動向や昨年の建築基準法改正が売上に影響を与える結果となり、この状況

は、引続き第２四半期にも影響を及ぼす可能性があり厳しい環境が予想されますが、大型商業施設の建設や百貨店の

改装も若干動きを見せてきており、当社グループではこれまで培ってきた顧客とのネットワークを核にし、平成20年

５月12日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の達成に最大限の努力をする所存であ

り、業績予想につきましては変更いたしません。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって異なる結果となる可能性があります。

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）

該当事項はありません。

（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

①たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

また、たな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おります。

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

（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　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。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 523,856 754,458

受取手形及び売掛金 1,956,537 2,093,300

製品 1,212,671 990,097

原材料 459,705 452,060

仕掛品 113,260 107,765

貯蔵品 54,150 51,831

繰延税金資産 133,681 108,771

その他 81,427 143,492

貸倒引当金 △4,115 △4,457

流動資産合計 4,531,174 4,697,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,180,166 1,195,920

機械装置及び運搬具（純額） 898,280 938,366

工具、器具及び備品（純額） 197,151 204,709

土地 737,721 737,721

建設仮勘定 3,600 3,810

有形固定資産合計 3,016,919 3,080,527

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

その他 12,853 13,503

無形固定資産合計 189,853 190,503

投資その他の資産   

投資有価証券 50,069 53,049

繰延税金資産 263,854 268,186

その他 94,732 106,781

貸倒引当金 △13,119 △26,623

投資その他の資産合計 395,536 401,393

固定資産合計 3,602,309 3,672,424

資産合計 8,133,484 8,369,743



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,126,609 1,274,874

短期借入金 1,130,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 241,858 249,718

未払法人税等 4,428 69,903

役員賞与引当金 11,525 10,000

その他 858,319 873,451

流動負債合計 3,372,740 3,397,947

固定負債   

長期借入金 236,427 289,814

退職給付引当金 671,470 671,708

役員退職慰労引当金 63,140 78,523

負ののれん 9,258 15,304

固定負債合計 980,295 1,055,350

負債合計 4,353,036 4,453,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 527,850 527,850

資本剰余金 408,500 408,500

利益剰余金 2,832,261 2,965,310

株主資本合計 3,768,611 3,901,660

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,837 14,784

評価・換算差額等合計 11,837 14,784

純資産合計 3,780,448 3,916,445

負債純資産合計 8,133,484 8,369,743



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,839,451

売上原価 1,083,821

売上総利益 755,629

販売費及び一般管理費 794,611

営業損失（△） △38,981

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 148

生命保険配当金 3,181

負ののれん償却額 6,046

その他 3,074

営業外収益合計 12,463

営業外費用  

支払利息 6,915

売上割引 13,260

その他 1,515

営業外費用合計 21,692

経常損失（△） △48,209

特別利益  

貸倒引当金戻入額 944

特別利益合計 944

特別損失  

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純損失（△） △47,265

法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △18,612

法人税等合計 △18,550

四半期純損失（△） △28,714



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △47,265

減価償却費 91,202

負ののれん償却額 △6,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,845

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,525

受取利息及び受取配当金 △3,343

支払利息 6,915

売上債権の増減額（△は増加） 136,762

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,033

仕入債務の増減額（△は減少） △148,265

その他 88,411

小計 △127,002

利息及び配当金の受取額 3,343

利息の支払額 △7,081

法人税等の支払額 △63,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,520

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △1,932

有形固定資産の取得による支出 △78,566

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,498

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） 210,000

長期借入金の返済による支出 △61,247

配当金の支払額 △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,601

現金及び現金同等物の期首残高 702,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 471,963



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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）

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

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）

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

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）

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「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（千円）

Ⅰ　売上高 2,114,332

Ⅱ　売上原価 1,225,804

売上総利益 888,528

Ⅲ　販売費及び一般管理費 745,792

営業利益 142,735

Ⅳ　営業外収益 10,542

Ⅴ　営業外費用 22,459

経常利益 130,818

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 2,066

税金等調整前四半期純利益 128,752

税金費用 50,451

四半期純利益 78,300

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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純利益
　

128,752

減価償却費　 58,254

負ののれん償却額　 △6,046

退職給付引当金の減少額　 △10,860

役員退職慰労引当金の増加
額

3,802

役員賞与引当金の増加額　 2,500

受取利息及び受取配当金　 △2,882

支払利息　 5,119

有形固定資産除却損　 2,066

売上債権の増加額　 △18,159

たな卸資産の増加額　 △261,069

仕入債務の増加額 6,180

その他　 △27,281

小計 △119,623

利息及び配当金の受取額　 2,882

利息の支払額　 △4,533

法人税等の支払額　 △333,799

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△455,074

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出

△1,838

有形固定資産の取得による
支出　

△394,728

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△396,566

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 442,500

長期借入金の返済による支
出　

△15,933

配当金の支払額　 △104,335

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

322,232

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△529,409

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,153,430

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

624,021

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30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。

－ 5 －
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