
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ニッポ電機 上場取引所 JQ 
コード番号 6657 URL http://www.nippo-web.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 加藤 勇
問合せ先責任者 （役職名） 取締役専務執行役員管理本部長 （氏名） 金子 弘 TEL 0463-22-1946

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 6,423 ― 252 ― 212 ― 121 ―
20年3月期第3四半期 7,146 0.1 649 △10.1 607 △11.2 341 △17.6

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3四半期 20.31 ―
20年3月期第3四半期 57.25 ―

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3四半期 8,209 3,926 47.8 658.56
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3四半期  3,926百万円 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） 

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



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題による世界的な金

融不安が日本企業の収益にも影響を与えたことに加え、輸出関連企業では円高の影響を受けて収益が悪化したこと

により雇用調整を余儀なくされ、その結果、失業者問題が深刻化し、また、景気の先行きの不透明感が個人消費の

減退に拍車をかける状況で推移したことにより、経営環境は一段として厳しさを増しております。 

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、

百貨店等の統合による店舗改装計画の見直しや先送りがありました。更には消費者の購買意欲の減退が百貨店等の

業績に影響を与えたことにより、店舗改装計画・新規出店の先延ばしや凍結、店舗の閉店等、全国規模で設備投資

を抑制する動きがありました。その結果、当社グループの主要部門の業績に影響を与え、売上が減少いたしまし

た。また、建築化照明部門におきましては、昨年の改正建築基準法の影響が引続き見られたことから、地域開発プ

ロジェクトやテナントビル等の着工遅延がありました。更には不動産業界の低迷の影響を受け、テナントビル等の

新築計画の見直しや中止等もあり、着実に売上の伸びを見せていた部門の業績にも影響を与えました。一方、紫外

線部門におきましては、食品関連分野、半導体分野で大型案件があり、計画どおり推移いたしました。 

この結果、当第３四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4,002百万円、建築化照明部門

にあっては2,038百万円、紫外線部門にあっては383百万円となり、総じては6,423百万円となりました。 

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システムの見直し等により販売

管理費が増加したことにより、営業利益は252百万円、経常利益は212百万円となりました。これに特別利益及び特

別損失を加減した税金等調整前四半期純利益は213百万円となり、法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額

を加減した四半期純利益は121百万円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は8,209百万円となり、前連結会計年度末に比べ160百万円減少いたしました。流動資産

は4,732百万円となり、34百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が72百万円、たな卸資産が136百万

円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が157百万円減少したことによるものです。固定資産は3,477百万円とな

り、195百万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産の建物及び構築物が46百万円、機械装置及び運搬具が

117百万円、工具、器具及び備品が18百万円それぞれ減少したことによるものです。  

当第３四半期末の負債合計は4,282百万円となり、前連結会計年度末と比べ170百万円減少いたしました。流動負

債は3,422百万円となり、24百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が300百万円増加し、未払法人税等

が69百万円、１年以内返済予定の長期借入金が29百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は860百万

円となり、195百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が159百万円、負ののれんが15百万円、退職給付

引当金が14百万円それぞれ減少したことによるものです。 

当第３四半期末の純資産合計は3,926百万円となり、前連結会計年度末と比べ9百万円増加いたしました。これは

主に、利益剰余金が16百万円増加し、その他有価証券評価差額金が６百万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３四半期連結会計期間末における現金同等物の残高は789百万円となり、前連結会計年度末と比較して87百万

円増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は332百万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213百万円、減価償却費272百万円等であり、主なマイナス要因はたな卸資産の増加額136百万円、法人税等

の支払額210百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は252百万円の支出となりました。プラス要因は定期預金の払戻による収

入15百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出261百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は７百万円の収入となりました。プラス要因は、短期借入金の純増減額

300百万円であり、マイナス要因は、長期借入金の返済による支出188百万円、配当金の支払額104百万円でありま

す。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

当社グループ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が春・秋商戦の前の２月、３月、８月、

９月に集中するため、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、各四半期連結会計期間の売上高に季節的な変動があります。 

なお、平成20年11月４日に公表いたしました「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との

差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」の連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

   

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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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。  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 826,810 754,458

受取手形及び売掛金 1,935,779 2,093,300

製品 1,096,200 990,097

原材料 489,211 452,060

仕掛品 96,065 107,765

貯蔵品 56,450 51,831

繰延税金資産 85,092 108,771

その他 151,050 143,492

貸倒引当金 △4,485 △4,457

流動資産合計 4,732,175 4,697,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,149,771 1,195,920

機械装置及び運搬具（純額） 820,643 938,366

工具、器具及び備品（純額） 186,682 204,709

土地 737,721 737,721

建設仮勘定 － 3,810

有形固定資産合計 2,894,818 3,080,527

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

その他 11,269 13,503

無形固定資産合計 188,269 190,503

投資その他の資産   

投資有価証券 47,229 53,049

繰延税金資産 265,870 268,186

その他 93,913 106,781

貸倒引当金 △13,058 △26,623

投資その他の資産合計 393,953 401,393

固定資産合計 3,477,042 3,672,424

資産合計 8,209,218 8,369,743



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,294,588 1,274,874

短期借入金 1,220,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 220,638 249,718

未払法人税等 － 69,903

役員賞与引当金 6,000 10,000

その他 681,357 873,451

流動負債合計 3,422,584 3,397,947

固定負債   

長期借入金 130,583 289,814

退職給付引当金 657,123 671,708

役員退職慰労引当金 72,590 78,523

負ののれん － 15,304

固定負債合計 860,297 1,055,350

負債合計 4,282,881 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 2,982,101 2,965,310

株主資本合計 3,918,451 3,901,660

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,884 14,784

評価・換算差額等合計 7,884 14,784

純資産合計 3,926,336 3,916,445

負債純資産合計 8,209,218 8,369,743



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,423,278

売上原価 3,824,424

売上総利益 2,598,854

販売費及び一般管理費 2,346,111

営業利益 252,742

営業外収益  

受取利息 142

受取配当金 396

生命保険配当金 3,185

負ののれん償却額 15,304

その他 6,758

営業外収益合計 25,786

営業外費用  

支払利息 20,740

売上割引 38,586

その他 6,256

営業外費用合計 65,583

経常利益 212,945

特別利益  

貸倒引当金戻入額 601

特別利益合計 601

特別損失  

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 213,544

法人税、住民税及び事業税 61,822

法人税等調整額 30,595

法人税等合計 92,418

四半期純利益 121,126



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,171,763

売上原価 1,286,182

売上総利益 885,581

販売費及び一般管理費 766,925

営業利益 118,655

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 137

負ののれん償却額 3,211

物品売却益 1,180

その他 214

営業外収益合計 4,753

営業外費用  

支払利息 6,826

売上割引 13,985

その他 1,928

営業外費用合計 22,740

経常利益 100,668

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 100,666

法人税、住民税及び事業税 △16,839

法人税等調整額 68,347

法人税等合計 51,508

四半期純利益 49,158



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 213,544

減価償却費 272,431

負ののれん償却額 △15,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,584

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,932

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000

受取利息及び受取配当金 △3,723

支払利息 20,740

固定資産除却損 2

売上債権の増減額（△は増加） 157,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,173

仕入債務の増減額（△は減少） 19,713

その他 69,340

小計 560,036

利息及び配当金の受取額 3,723

利息の支払額 △20,730

法人税等の支払額 △210,779

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,250

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 △5,679

有形固定資産の取得による支出 △261,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,252

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） 300,000

長期借入金の返済による支出 △188,311

配当金の支払額 △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,352

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 789,917



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

  
金額（百万円）  

  

Ⅰ 売上高  7,146,162

Ⅱ 売上原価  4,279,855

売上総利益  2,866,306

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,216,332

営業利益  649,974

Ⅳ 営業外収益  26,272

Ⅴ 営業外費用  69,215

経常利益  607,030

Ⅵ 特別利益  6,237

Ⅶ 特別損失  26,327

税金等調整前四半期純利益  586,941

税金費用  245,607

四半期純利益  341,333



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（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３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益   586,941

減価償却費   193,161

負ののれん償却額   △18,139

貸倒引当金の減少額   △434

退職給付引当金の減少額   △39,964

役員退職慰労引当金の減少額   △29,095

役員賞与引当金の減少額   △1,500

受取利息及び受取配当金   △3,476

支払利息   20,374

固定資産除却損   3,275

売上債権の増加額   △10,301

たな卸資産の増加額   △271,161

仕入債務の増加額   35,722

その他   △204,374

小計  261,028

利息及び配当金の受取額   3,476

利息の支払額   △22,072

法人税等の支払額   △550,082

営業活動によるキャッシュ・フロー  △307,649

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   △5,580

有形固定資産の取得による支出   △631,321

投資活動によるキャッシュ・フロー  △636,902

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   390,000

長期借入による収入   600,000

長期借入金の返済による支出   △120,544

配当金の支払額   △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー  765,121

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △179,431

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  973,999



前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。  
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