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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,251 ― 134 ― 112 ― 71 ―
20年3月期第2四半期 4,979 1.3 525 1.9 498 1.0 264 △10.5

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2四半期 12.07 ―
20年3月期第2四半期 44.44 ―

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2四半期 7,926 3,877 48.9 650.34
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2四半期  3,877百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,750 △8.5 520 △41.7 450 △46.2 250 △44.5 41.93

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） 

(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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  5,962,000株 20年3月期第2四半期  5,962,000株



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安が日本企業の収

益にも影響を与えたことに加え、原油価格の高騰や原材料価格の上昇が引続き見られたことにより、企業業績の悪化

による設備投資を抑制する動きや、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、昨

年下期の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店舗改装時期を繰延べる動き

が当第２四半期連結累計期間においても見られ、更には景気減速による新規出店の減少及び店舗改装規模の縮小が売

上に影響しました。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は着実に売上を伸ばしておりました

が、昨年下期の業績に影響を与えた建築基準法改正による建築確認審査の長期化による影響が当第２四半期連結累計

期間においても引続き見られ、地域開発プロジェクトや商業施設等の建築工事着工の遅延が影響し、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

があったことにより、前中間連結会計期間の売上を維持することができました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、店舗照明部門にあっては2,709百万円、建築化照明部門

にあっては1,285百万円、紫外線部門にあっては256百万円となり、総じては4,251百万円となりました。

損益面では、売上高の減少に伴う売上総利益の減少、内部統制対応のためのＩＴシステムの見直し及び人件費等で

販売管理費が増加したことにより、営業利益は134百万円、経常利益は112百万円となりました。これに特別利益を加

算した税金等調整前四半期純利益は112百万円となり、法人税等及び法人税等調整額を加減した四半期純利益は71百

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２四半期末の総資産は7,926百万円となり、前連結会計年度末に比べ443百万円減少いたしました。流動資産は

4,391百万円となり、305百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が352百万円、受取手形及び売掛金が

60百万円それぞれ減少したことによるものです。固定資産は3,534百万円となり、137百万円減少いたしました。これ

は主に、有形固定資産が125百万円、投資その他の資産が11百万円それぞれ減少したことによるものです。

当第２四半期末の負債合計は4,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ404百万円減少いたしました。流動負債

は3,136百万円となり、261百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が143百万円減少したことに

よるものです。固定負債は912百万円となり、142百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が106百万円減

少したことによるものです。

当第２四半期末の純資産合計は3,877百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減少いたしました。これは

主に、利益剰余金が32百万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２四半期連結会計期間末における現金同等物の残高は365百万円となり、前連結会計年度末と比較して337百万

円減少となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は144百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半

期純利益112百万円、減価償却費181百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額143百万円等でありま

す。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は248百万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260百万円等であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は232百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による

支出128百万円、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は春・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４四半期に売上高が多く、第１四半期及び第３四半期では少な

くなる傾向にあります。

昨年下期の業績に影響を与えた百貨店等の合併・業務提携による店舗仕様の見直しに伴う店舗改装時期を繰延べる

動きや、昨年の建築基準法改正による建築審査基準の厳格化に伴う審査期間の長期化による地域開発プロジェクトや

大規模商業施設等の建築着工の遅延が当第２四半期累計期間においても引続き見られたことにより、当第２四半期累

計期間の業績に影響を与えました。

これらの要因が第３四半期以降においても継続される可能性が強く、百貨店等の設備投資の縮小傾向が続き業績に

影響を与えることが予想されます。更には一部流通業界で店舗廃止等の合理化策を行うなどの懸念材料により受注が

減少することが見込まれます。また、建築審査基準の厳格化に伴う建築審査期間の長期化による影響が引続き見込ま

れることから、地域開発プロジェクトや商業施設等の建築着工の遅延がマイナス要因となり業績に影響を与えること

が予想されることから、平成20年11月４日付で業績予想の修正を行っております。

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

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

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 401,964 754,458

受取手形及び売掛金 2,032,698 2,093,300

製品 1,105,567 990,097

原材料 471,919 452,060

仕掛品 105,094 107,765

貯蔵品 51,908 51,831

繰延税金資産 156,056 108,771

その他 70,997 143,492

貸倒引当金 △4,478 △4,457

流動資産合計 4,391,729 4,697,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,164,066 1,195,920

機械装置及び運搬具（純額） 865,701 938,366

工具、器具及び備品（純額） 187,641 204,709

土地 737,721 737,721

建設仮勘定 － 3,810

有形固定資産合計 2,955,131 3,080,527

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

その他 12,233 13,503

無形固定資産合計 189,233 190,503

投資その他の資産   

投資有価証券 45,719 53,049

繰延税金資産 263,131 268,186

その他 94,341 106,781

貸倒引当金 △13,058 △26,623

投資その他の資産合計 390,133 401,393

固定資産合計 3,534,498 3,672,424

資産合計 7,926,228 8,369,743



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,131,823 1,274,874

短期借入金 920,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 227,998 249,718

未払法人税等 84,850 69,903

役員賞与引当金 4,000 10,000

その他 767,385 873,451

流動負債合計 3,136,057 3,397,947

固定負債   

長期借入金 183,040 289,814

退職給付引当金 658,589 671,708

役員退職慰労引当金 67,968 78,523

負ののれん 3,211 15,304

固定負債合計 912,808 1,055,350

負債合計 4,048,866 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 2,932,943 2,965,310

株主資本合計 3,869,293 3,901,660

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,068 14,784

評価・換算差額等合計 8,068 14,784

純資産合計 3,877,361 3,916,445

負債純資産合計 7,926,228 8,369,743



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,251,515

売上原価 2,538,242

売上総利益 1,713,272

販売費及び一般管理費 1,579,186

営業利益 134,086

営業外収益  

受取利息 132

受取配当金 258

生命保険配当金 3,185

負ののれん償却額 12,093

その他 5,363

営業外収益合計 21,033

営業外費用  

支払利息 13,913

売上割引 24,601

その他 4,328

営業外費用合計 42,843

経常利益 112,276

特別利益  

貸倒引当金戻入額 601

特別利益合計 601

特別損失  

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純利益 112,877

法人税、住民税及び事業税 78,661

法人税等調整額 △37,751

法人税等合計 40,910

四半期純利益 71,967



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,412,063

売上原価 1,454,420

売上総利益 957,643

販売費及び一般管理費 784,575

営業利益 173,067

営業外収益  

受取利息 118

受取配当金 110

生命保険配当金 4

負ののれん償却額 6,046

その他 2,289

営業外収益合計 8,569

営業外費用  

支払利息 6,997

売上割引 11,340

その他 2,812

営業外費用合計 21,151

経常利益 160,486

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △342

特別利益合計 △342

特別損失  

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純利益 160,143

法人税、住民税及び事業税 78,600

法人税等調整額 △19,139

法人税等合計 59,460

四半期純利益 100,682



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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利益 112,877

減価償却費 181,659

負ののれん償却額 △12,093

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,543

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,555

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000

受取利息及び受取配当金 △3,576

支払利息 13,913

売上債権の増減額（△は増加） 60,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,736

仕入債務の増減額（△は減少） △143,051

その他 183,838

小計 218,214

利息及び配当金の受取額 3,576

利息の支払額 △13,666

法人税等の支払額 △63,797

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,327

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 15,000

投資有価証券の取得による支出 △3,863

有形固定資産の取得による支出 △260,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,992

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △128,494

配当金の支払額 △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,493

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 365,071



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高は、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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  4,979,115 100.0

Ⅱ　売上原価  2,980,862 59.9

売上総利益  1,998,252 40.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,472,388 29.6

営業利益  525,864 10.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 254   

２．受取配当金 170   

３．団体生命保険配当金 2,911   

４．負ののれん償却額 12,093   

５．その他 2,270 17,699 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 12,560   

２．売上割引 29,851   

３．その他 2,748 45,161 0.9

経常利益  498,403 10.0

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 172   

２．役員退職慰労引当金戻入益 5,880   

３．その他 184 6,237 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 2,113   

２．投資有価証券評価損 100   

３．創立30周年記念式典費用 22,951 25,166 0.5

税金等調整前中間純利益  479,474 9.6

法人税、住民税及び事業税 185,474   

法人税等調整額 29,014 214,489 4.3

中間純利益  264,985 5.3

－ 2 －



（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 479,474

減価償却費　 124,592

負ののれん償却額　 △12,093

貸倒引当金の減少額　 △434

退職給付引当金の減少額　 △31,653

役員退職慰労引当金の減少額　 △33,690

役員賞与引当金の減少額　 △4,000

受取利息及び受取配当金　 △3,336

支払利息　 12,560

有形固定資産除却損　 2,113

売上債権の増加額　 △426,679

たな卸資産の増加額　 △70,871

仕入債務の増加額　 125,195

その他　 82,717

小計 243,895

利息及び配当金の受取額 3,336

利息の支払額　 △11,303

法人税等の支払額 △333,852

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,923

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 △3,624

有形固定資産取得による支出 △661,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △664,875

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入による収入 600,000

長期借入金返済による支出 △55,960

配当金の支払額 △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー 439,705

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △323,093

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中間期末残高 830,337

－ 3 －



（３）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19年４月１日　至平成19年９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。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）　

　海外売上高は、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。

－ 4 －
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