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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 8,231 ― 262 ― 158 ― △290 ―
20年3月期第2四半期 8,736 2.0 324 △53.9 431 △30.5 △39 ―

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 △21.96 ―
20年3月期第2四半期 △2.93 ―

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 17,060 8,588 50.3 650.18
20年3月期 16,924 9,221 54.5 694.54

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,583百万円 20年3月期  9,216百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 17,750 1.8 850 23.2 840 12.9 0 ― 0.00

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、４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、４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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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覧下さい。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  13,462,068株 20年3月期  13,462,068株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  259,834株 20年3月期  192,434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  13,225,105株 20年3月期第2四半期  13,337,962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２四半期連結累計期間のわが国経済は、原油価格・原材料価格の更なる高騰、サブプライムローン問題

に端を発した金融不安・米国経済の減速、株安・円高基調などの影響を受け、景気は減速局面を迎えておりま

す。 

このような状況の下で、当社グループは高付加価値空間創造企業として、環境を重視した高効率照明器具や

省エネルギーに対応した新製品開発並びに顧客満足向上と生産性向上に取り組んでまいりました。 

しかしながら、上記の経済情勢に加え、建築基準法の一部改正に伴う建築確認申請の大幅な遅れが、当第２

四半期連結累計期間も続いております。そのため、百貨店・専門店などの改装の延期などによる商業施設関連

の設備投資は大幅に減少しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 82 億 31 百万円と、前年同期比 5.8％の減収となりました。

また、原材料の高騰等により、経常利益は１億 58 百万円と、前年同期比 63.3％の減益となりました。一方、将

来の為替リスクに備えるための為替予約等の評価差損を特別損失に計上致しました結果、四半期純損失は２億

90 百万円（前年同期は 39 百万円の純損失）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あります。 

①照明器具関連事業 

商業施設用照明につきましては、東京青山並びに大阪本社ショールームを活用して、各種専門店や百貨店

への提案を活発に実施しておりますが、建築基準法の一部改正などの影響もあり、業界全体としては厳しい

状況が続いております。更にアミューズメントの設備投資も減少傾向が続いていることから、当第２四半期

連結累計期間の売上高は前年同期に比べ 8.4%の減収となりました。 

また、前期から海外市場へ本格的に営業を開始した結果、多数の大型物件への図面指定が進捗しています

が、製品納入の大部分は第３四半期以降となります。 

レンタルビジネス主体の子会社イーシームズ株式会社は、食品スーパーを始め、流通店舗の新店または既

存店での照明器具及び制御機器による消費電力の削減について、顧客の高い評価を得、順調に売上・契約件

数とも伸ばしております。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は２億 24 百万円と金額は少ないも

のの、前年同期に比べ３倍の増収となりました。 

海外子会社である ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.は、為替の変動並びに原材料の高騰の影響を

受けましたが、為替予約の実施並びにコストダウンに取り組んだ結果、収益も回復傾向となりました。また、

昆山恩都照明有限公司（中国）は本格的な海外販売に伴う主な供給拠点としての体制作りを優先し、高品質

でローコストな製品の安定供給に向けて、生産管理体制の強化に取り組んでおります。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は 77 億 45 百万円（前年同期比 8.4％減）、営

業利益は８億 73 百万円（前年同期比 13.0％減）となりました。 

②家具関連事業 

家具関連事業のうち、インテリア家具・用品販売については、前年度に引き続き本年５月に業務用家具に

特化した新カタログを発刊し、建築士やインテリアデザイナー等に配布し、東京青山並びに本社ショールー

ムを活用して、積極的に販促活動に取り組む一方、家具流通における代理店との契約の強化をはかりました。 

また、家具専任の営業スタッフを東京に集約し、ブランドの浸透と販路開拓を積極的に進めた結果、当第

２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ 75.7％の増収となりました。 

一方、システム収納家具は、タイの子会社にて品質向上及びコストダウンに取り組んでおります。一部の

工事が完成し、１億 22 百万円（前年同期は 11 百万円）の売上を計上いたしましたが、工事完成基準を採用

しておりますので、残りのほとんどの売上は第４四半期の計上となります。 

この結果、売上高は４億 85 百万円（前年同期比 75.7％増）、営業損失は２億 17 百万円（前年同期は２億

98 百万円の営業損失）となりました。 

 

※ 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。従いまして、

当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書とで

は、作成基準が異なる為、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 170 億 60 百万円（前連結会計年度比１億 35 百万円の増加）

となりました。 

主な要因は有形固定資産の増加によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は 84 億 71 百万円（前連結会計年度末比７億 68 百万円の増加）

となりました。 

主な要因は仕入債務の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は 85 億 88 百万円（前連結会計年度比６億 33 百万円の減少）

となりました。 

主な要因は四半期利益剰余金の減少及び評価換算差額の減少によるものであります。 

 

（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及び現金同等物は、11 億 23 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 

営業活動によるキャッシュ・フローは、14 億 82 百万円の増加となりました。 

主な要因はデリバティブ評価損の増加及び仕入債務の増加によるものであります。 

②投資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・フローは、６億 14 百万円の減少となりました。 

主な要因は固定資産の取得によるものであります。 

③財務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・フローは、11 億 21 百万円の減少となりました。 

主な要因は長短借入金の返済及び配当の支払であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結業績は、前年同期比で減収減益となりましたものの、計画は当社を取り巻く厳しい経済情

勢を織り込んだ上、策定しております。そのため、概ね計画通りの業績となっております。しかしながら、原

油価格・原材料価格の更なる高騰、サブプライムローン問題に端を発した金融不安、米国の景気減速の影響を

受けて、わが国経済にも景気減速の兆候が伺われ、更に、建築基準法の一部改正に伴う建築確認申請の大幅な

遅延による影響も続いております。 

また原油価格高騰による消費需要の停滞も続くものと予想されます。 

このような情勢の中で当社グループといたしましては、今後、商業施設分野で培った製品とノウハウを活用

して、高付加価値建築物件市場の開拓及び照明と家具の総合提案（コラボレーション）を強化してまいります。 

また、本年５月に発刊いたしましたカタログを活用しての新製品の拡販と、東京青山並びに大阪本社ショー

ルームを活用した提案を引き続き活発に実施いたします。 

更に海外照明器具市場への開拓を強化し、ＥＮＤＯブランドの浸透と納入実績を着実に積み重ね、国内依存

型からグローバルな経営体制に移行すべく基盤を固めてまいります。 

また、世界的な課題としての地球温暖化防止に向けて、環境に配慮した高効率照明器具、省電力機器の開発

並びにノウハウを活用して、二酸化炭素の削減に積極的に取り組み照明メーカーとしての責任を果たしてまい

ります。 

以上により、平成 20 年 10 月 14 日に発表しました通期の連結業績予想は据え置き、計画達成に全力を傾ける

所存でございます。 

なお、平成 19 年４月より執行役員制度を導入し、経営体質の強化に取り組むとともに、顧客満足の更なる向

上のために、お客様のニーズにあった製品の開発及び製品の品質向上の強化に取り組み、高付加価値空間創造

企業としてブランド力強化と業績向上に努める所存であります。 

また、健全な企業体質を構築するために内部統制を更に充実させ、経営基盤の質的な強化と会社価値の向上

に取り組んでまいります。 
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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）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２）製品保証引当金算定における、保守交換費用見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の保守交換費用実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の保守交換費用実績率を使用して保守交換費用見積

高を算定しております。 

３）棚卸資産の評価方法 

 当第２四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出する方法によっております。 

４）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に著しい変化が

生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認め

られるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用す

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「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 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」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 

企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 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（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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経

常利益がそれぞれ４百万円減少、税金等調整前四半期純損失が４百万円増加しております。 

 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おります。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終改正平成 19 年３月

30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針（企業会計基準委員会 平成

６年１月 18 日 終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）を当第１四半期連結会計

期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算出する方法

によっております。 

 なお、平成 20 年３月 31 日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる損益へ与える影響はありません。 

④「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」（企業会計基準委員会 平

成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 
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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：百万円) 

 
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 1,130  1,397

  受取手形及び売掛金 2,914  2,659

  商品及び製品 2,382  2,372

  未成工事支出金 231  182

  原材料及び貯蔵品 1,451  1,447

  その他 835  924

  貸倒引当金 △10  △11

  流動資産合計 8,935  8,971

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 2,231  2,137

   機械装置及び運搬具（純額） 542  572

   土地 2,918  2,828

   建設仮勘定 2  7

   その他（純額） 709  624

   有形固定資産合計 6,403  6,169

  無形固定資産 327  269

  投資その他の資産  

   投資有価証券 108  113

   その他 1,577  1,708

   貸倒引当金 △292  △307

   投資その他の資産合計 1,393  1,513

  固定資産合計 8,124  7,952

 資産合計 17,060  16,924
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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 2,379  1,411

  短期借入金 1,252  1,722

  １年内返済予定の長期借入金 587  786

  未払法人税等 79  13

  賞与引当金 215  236

  製品保証引当金 263  278

  その他 1,345  805

  流動負債合計 6,121  5,253

 固定負債  

  社債 300  300

  長期借入金 717  980

  退職給付引当金 278  253

  役員退職慰労引当金 331  336

  その他 721  578

  固定負債合計 2,350  2,449

 負債合計 8,471  7,702

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 3,529  3,529

  資本剰余金 2,176  2,176

  利益剰余金 2,856  3,313

  自己株式 △96  △71

  株主資本合計 8,466  8,947

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 18  22

  繰延ヘッジ損益 －  93

  為替換算調整勘定 98  151

  評価・換算差額等合計 117  268

 少数株主持分 4  5

 純資産合計 8,588  9,221

負債純資産合計 17,060  16,924
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(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
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  8,231

売上原価  4,710

売上総利益  3,520

販売費及び一般管理費  3,257

営業利益  262

営業外収益  

 受取利息及び配当金  10

 仕入割引  5

 受取賃貸料  15

 その他  66

 営業外収益合計  97

営業外費用  

 支払利息  41

 売上割引  85

 為替差損  66

 その他  9

 営業外費用合計  202

経常利益  158

特別利益  

 固定資産売却益  0

 特別利益合計  0

特別損失  

 固定資産除売却損  15

 デリバティブ評価損  444

 特別損失合計  460

税金等調整前四半期純損失（△）  △301

法人税、住民税及び事業税  85

法人税等調整額  △100

法人税等合計  △15

少数株主利益  3

四半期純損失（△）  △290
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

  
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損失（△） △301

 減価償却費 280

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

 賞与引当金の増減額（△は減少） △21

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △15

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4

 受取利息及び受取配当金 △10

 支払利息 41

 固定資産除売却損益（△は益） 15

 デリバティブ評価損益（△は益） 444

 売上債権の増減額（△は増加） △257

 たな卸資産の増減額（△は増加） △111

 仕入債務の増減額（△は減少） 971

 未払金の増減額（△は減少） 261

 その他 82

 小計 1,386

 利息及び配当金の受取額 10

 利息の支払額 △45

 法人税等の支払額 130

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,482

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 △437

 無形固定資産の取得による支出 △91

 その他 △84

 投資活動によるキャッシュ・フロー △614

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） △453

 長期借入金の返済による支出 △462

 自己株式の取得による支出 △24

 配当金の支払額 △179

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △266

現金及び現金同等物の期首残高 1,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,123
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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） 

 

 
照明器具関連事業

(百万円) 

家具関連事業

(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 7,745 485 8,231 －  8,231 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 7,745 485 8,231 －  8,231 

営業利益又は営業損失（△） 873 △217 656 （393） 262 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具・レンタル等)

及び家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 会計方針の変更 

「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、「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（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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、照明器具関連事業の営業利益が２百万円、家具関連事

業の営業利益が１百万円それぞれ減少しております。 
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【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） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(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 8,037 194 8,231 －  8,231 

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

2 1,511 1,513 （1,513） － 

計 8,039 1,705 9,744 （1,513） 8,231 

営業利益 648 △49 599 （336） 262 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・タイ、中国 

３ 会計方針の変更 

「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、「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（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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が４百万円減少しております。な

お、「アジア」への影響はありません。 

 

 

【海外売上高】 

海外売上高は、連結売上高の10％未満の為、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。 
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「参考資料」   

前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） 

金額 百分比 
区分 

（百万円） （％） 

Ⅰ 売上高 8,736 100.0

Ⅱ 売上原価 4,976 57.0

   売上総利益 3,760 43.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,435 39.3

   営業利益 324 3.7

Ⅳ 営業外収益 

  受取利息及び配当金 2

  仕入割引 7

  賃貸収入 14

  為替差益 207

  その他 20

  営業外収益合計 252 2.9

Ⅴ 営業外費用 

  支払利息 33

  売上割引 106

  その他 6

   営業外費用合計 146 1.7

   経常利益 431 4.9

Ⅵ 特別利益 

  固定資産売却益 1

  特別利益合計 1 0.0

Ⅶ 特別損失 

  家具倉庫撤収費用 142

  包括的長期為替予約評価損 182

  その他デリバティブ評価損 40

  固定資産除売却損 8

  特別損失合計 373 4.3

  税金等調整前中間純利益 59 0.7

  法人税、住民税及び事業税 38

  法人税等調整額 59

  少数株主損失 △ 0 △0.0

  中間純損失(△) △ 39 △0.4
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前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） 

金額 
区分 

（百万円） 

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 59

 減価償却費 279

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 41

 賞与引当金の増減額(△は減少) △ 138

 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △ 12

 製品保証引当金の増減額(△は減少) 50

 退職給付引当金の増減額(△は減少) 19

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 42

 受取利息及び受取配当金 △ 2

 支払利息 33

 固定資産除売却損 8

 包括的長期為替予約評価損益(△は評価益) 223

 売上債権増減額(△は増加) 311

 棚卸資産増減額(△は増加) △ 581

 仕入債務増減額(△は減少) △ 149

 未払金増減額(△は減少) △ 379

 未払消費税増減額(△は減少) △ 82

 その他 68

    小計 △ 296

 利息・配当金受取額 2

 利息支払額 △ 32

 法人税等支払額 △ 83

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 409

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 △ 211

 無形固定資産の取得による支出 △ 20

 その他 82

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 149
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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） 

金額 
区分 

（百万円） 

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) 297

 長期借入による収入 1,300

 長期借入金の返済による支出 △ 489

 社債の償還による支出 △ 46

 自己株式売却による収入 32

 配当金の支払額 △ 165

財務活動によるキャッシュ・フロー 928

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 377

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 721

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,098
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前中間セグメント情報 

【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） 

照明器具 家具 計 消去又は全社 連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,460 276 8,736 ― 8,736

 (2) セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 8,460 276 8,736 ― 8,736

  営業利益又は営業損失(△) 1,004 △298 706 （381） 324

(注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具、蛍光灯器具、レンタル等)及び

家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

 

【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） 

日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,447 289 8,736 ― 8,736

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 0 1,742 1,743 （1,743） ―

計 8,448 2,031 10,479 （1,743） 8,736

  営業利益又は営業損失（△） 620 △142 478 （153） 324

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

  アジア………タイ、中国 
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６．その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 

照明器具関連事業            1,595 

家  具関連事業             118 

合     計            1,713 

（注）１．金額は製造原価としております。 
２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 
（２）受注実績 

当社は、主に需要予測に基づく見込生産方式を採用しておりますので該当事項はありません。 
 
（３）販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 

照明器具関連事業            7,745 

家  具関連事業              485 

合     計            8,231 

（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
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