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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 143 △3.8 △86 ― △88 ― △89 ―

20年3月期第1四半期 148 △13.9 △96 ― △94 ― △99 ―

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 △0.32 ―

20年3月期第1四半期 △0.35 ―

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 2,703 2,255 83.3 8.02
20年3月期 2,963 2,401 80.9 8.54

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,251百万円 20年3月期  2,340百万円

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 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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  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 312 5.5 △156 ― △157 ― △158 ― △0.57

通期 630 6.7 △284 ― △288 ― △290 ― △1.03

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  無  

(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、２ページ【定性的情報 ・ 財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。 
 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  280,926,165株 20年3月期  280,926,165株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  68,828株 20年3月期  68,241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  280,857,359株 20年3月期第1四半期  280,859,102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（平成20年4月1日から平成20年6月30日）における経済情勢は、サブプライムローン問

題等による景気減速や原油価格の高騰及び原材料価格の上昇により、予断を許さない状況が続いており、企業業績

についても厳しい方向になってきております。 

 このような経済状況のもと、当社グループの業績は、売上高143百万円、営業損失86百万、経常損失88百万、当

期純損失89百万となりました。 

 なお、製品群別の概況及び事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。産業用照明機具群におきま

しては、売上高121百万円（前年比13.2％増）、電気工事材群におきましては、売上高3百万円（同23.6％減）、制

御機器群におきましては、売上高18百万円（同49.9％減）となりました。 

 また、電機事業全体の売上高は143百万円の前年同期比3.8％減を計上しておりますが、選別受注販売・生産コス

トの削減の徹底を図ったことにより、売上総利益27百万円を確保致しました。しかしながら、当社グループの第１

四半期業績は、損益面では、主として原材料の上昇や販売費、一般管理費等の先行諸経費の計上等により、営業損

失及び経常損失を計上しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における当社グループの財政状況は、資産合計で前年同期比260百万円減の2,703百

万円となりました。これは、受取手形及び売掛金・投資有価証券等の減少によるものであります。 

 負債合計では、前年同期比114百万円減少し448百万円となりました。これは、短期借入金等の返済によるもので

す。 

 純資産合計では、前年同期比145百万円減少し2,255百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 なお、原油価格の高騰及び原材料価格の上

昇に対応するため、一層の選別受注を推進致します。 

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） 

 該当する事項はありません。 

（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 

 該当する事項はありません。 

（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 

 (会計基準等の改正に伴う変更) 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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の適用 

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、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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１【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 59,194 33,646

受取手形及び売掛金 184,080 192,946

商品 5,860 6,290

製品 24,868 20,214

原材料 65,155 61,130

仕掛品 24,842 24,301

貯蔵品 1,524 2,014

その他 28,036 11,916

流動資産合計 393,563 352,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 71,063 71,145

減価償却累計額 △71,063 △71,145

建物及び構築物（純額） 0 0

機械装置及び運搬具 140,037 140,037

減価償却累計額 △132,508 △131,864

機械装置及び運搬具（純額） 7,529 8,172

工具、器具及び備品 182,444 182,444

減価償却累計額 △181,715 △181,641

工具、器具及び備品（純額） 729 803

土地 20,858 20,858

有形固定資産合計 29,116 29,834

投資その他の資産   

投資有価証券 2,260,025 2,512,781

長期滞留債権 199,443 199,443

その他 34,575 34,690

貸倒引当金 △213,302 △213,302

投資その他の資産合計 2,280,742 2,533,613

固定資産合計 2,309,858 2,563,448

資産合計 2,703,422 2,915,909
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（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 129,196 112,243

短期借入金 190,000 343,000

賞与引当金 2,631 1,758

未払金 28,776 14,336

その他 26,027 28,207

流動負債合計 376,631 499,547

固定負債   

退職給付引当金 8,151 10,873

役員退職慰労引当金 51,837 50,493

その他 11,404 11,404

固定負債合計 71,392 72,770

負債合計 448,024 572,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,869,100 1,869,100

資本剰余金 1,646,752 1,646,752

利益剰余金 △1,262,526 △1,173,478

自己株式 △1,530 △1,529

株主資本合計 2,251,795 2,340,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87 △818

評価・換算差額等合計 △87 △818

少数株主持分 3,689 3,565

純資産合計 2,255,397 2,343,591

負債純資産合計 2,703,422 2,915,909
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（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 143,257

売上原価 115,794

売上総利益 27,462

販売費及び一般管理費 ※1  114,026

営業損失（△） △86,563

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 396

その他 217

営業外収益合計 638

営業外費用  

支払利息 2,373

営業外費用合計 2,373

経常損失（△） △88,297

税金等調整前四半期純損失（△） △88,297

法人税、住民税及び事業税 625

法人税等合計 625

少数株主利益 124

四半期純損失（△） △89,048
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 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。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

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

 当第１四半期連結会計期間においては、販路の拡大や生

産効率の向上、原価の低減を図るとともに、経営基盤の安

定を図るため、製造原価上昇分を販売価格への転嫁を実施

致しました。しかし、連結損益計算書においては、黒字化

に至らず、当連結会計期間において86百万円の営業損失を

計上しております。また、営業キャッシュ・フローも74百

万円のマイナスとなっております。 

 このような状況から、当社グループには継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく下記の通り対応し

ております。従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業

を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を

連結財務諸表には反映しておりません。 

記 

１．経営計画の目的と施策 

 ①財務体質の改善のための固定費の削減強化 

・社内生産体制の更なる効率化により、製造原価の削減

を実施してまいります。 

・材料費の上昇に対しては、製品価格への転嫁や製品の

改良改善、生産の更なる合理化に努め、収益の確保を

図ってまいります。 

・全社組織の強化及び内部統制体制の整備を行い、組織

の効率化を推進してまいります。 

 ②電機事業の再構築 

・高付加価値商品販売及び大型新製品の開発販売 

 高付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注力し

ており、併せて、新規技術を積極導入した商品などの開

発販売を積極的に推進致します。また、制御機器群につ

いても、高付加価値戦略を実施し、販路の拡大及び売上

の向上にむけ、施策を展開してまいります。 

・得意分野へのノウハウの活用 

 当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は多大

なノウハウが蓄積されており、固定顧客層も多いことか

ら、この商品に改良改善を積極的に行い、更なる顧客満

足度の向上に努めながら、受注拡大を図ってまいりま

す。 

 ③事業再生投資の早期収益化 

 事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じて株式

会社サクラダに再生スポンサーとして出資しており、同社

の優先株式を所有しております。この優先株式について

は、将来的には普通株式に転換して市場に売却することに

より利益の実現を図ってまいります。 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 <当社グループ経営計画の概要> 

（計画期間は平成20年４月から平成21年３月） 

  

  平成20年度（平成20年４月から平成21年３月）の計画

においては、未だ残念ながら営業損失の発生が予想され

ますが、当社グループ一丸となり、早期に黒字への転換

がはかれるよう目標をもって取組んでまいります。 

  

２．資金繰りについて 

 当社は、継続的に営業損失が発生しており、資金繰り

はマイナスとなっております。当期における現金および

現金同等物の残高は59百万円であり、今後においては、

短期借入の実行、その他有価証券の売却及び匿名組合を

通じて投資している投資有価証券等の売却により、営業

活動に際し必要な資金を確保いたします。 

（単位：百万円）

  
平成20年度 

上   期 

平成20年度 

下   期 

平成20年度 

通   期 

 売上高 312 317 630

 営業利益 △156 △127 △284

 経常利益 △157 △130 △288

 当期純利益 △158 △131 △290
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（４）セグメント情報 

【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） 

 （注）１．事業の区分の方法 

            事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

【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。 

【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） 

 当第１四半期連結累計期間は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（５）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。 

 
電機事業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 143,257 ― 143,257 ― 143,257 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 143,257 ― 143,257 ― 143,257 

   営業利益又は営業損失（△） 15,821 △5,897 9,923 △96,486 △86,563 

事業区分 主要製品 

電機事業 産業用照明器具・電機工事材・制御機器 

投資事業 有価証券の保有及び運用 
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「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 148,956 

Ⅱ 売上原価 116,588 

売上総利益 32,367 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 128,808 

営業利益  △96,440 

Ⅳ 営業外収益 1,964 

Ⅴ 営業外費用 328 

経常利益  △94,804 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 3,629 

税金等調整前四半期純利益 △98,434 

税金費用 625 

少数株主利益 124 

四半期純利益 △99,184 
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