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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 16,653 △4.5 859 24.6 652 △12.2 △1,868 ―
20年3月期 17,434 △6.9 689 △52.7 743 △46.0 △76 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △141.98 ― △23.5 3.9 5.2
20年3月期 △5.77 ― △0.8 4.1 4.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 16,695 6,714 40.2 513.50
20年3月期 16,924 9,221 54.5 694.54

（参考） 自己資本   21年3月期  6,845百万円 20年3月期  9,216百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,853 △997 △618 1,570
20年3月期 1,036 △742 381 1,389

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00 333 ― 3.4
21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 197 ― 2.1
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 37.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

6,800 △17.4 140 △46.7 70 △55.8 30 ― 2.88

通期 14,200 △14.7 430 △49.9 280 △57.1 130 ― 9.88
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は、   ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、   ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  389,974株 20年3月期  192,434株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,807 △8.0 678 △32.7 635 △23.2 △1,320 ―
20年3月期 17,177 △6.7 1,007 △42.2 827 △48.4 58 △89.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △100.31 ―
20年3月期 4.41 4.41

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 15,611 7,142 45.8 546.39
20年3月期 16,254 8,801 54.1 663.28

（参考） 自己資本 21年3月期  7,142百万円 20年3月期  8,801百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、   ページ 「1，経営成績（1）経営成績に関する分析」 をご覧下さい。 
 また、本資料に記載されている通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準13号）適用に係る影響は反映されておりません。 

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 
累計期間

6,400 ― 10 ― △50 ― △60 ― △4.56

通期 13,400 △15.2 200 △70.5 80 △87.4 △20 ― △1.52

2



  

株式会社遠藤照明 （6932）平成 21 年３月期 決算短信 

 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の深刻化

や株式市場の低迷、急激な円高の進行などの影響により、企業収益は大幅に悪化し、雇用不安の高まりなど

を背景に個人消費は減少を続け、極めて厳しい状況で推移しました。 

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おります。 

また、内部統制システムの充実に向け、内部統制委員会を中心に体制の整備を進めてまいりました。 

しかしながら、前年度後半以降、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や景気後退以降、

百貨店、専門店などの売上不振などによる改装の延期などの影響により、商業施設関連の経営環境は厳しい

状況が続いております。 

この結果、当連結会計年度の売上高は166億53百万円（前連結会計年度比4.5％減）となりました。一方、

経常利益は６億52百万円と販売管理費を大幅に削減いたしましたものの、円高による為替の影響もあり前連

結会計年度比12.2％減となりました。更に、将来の為替リスクに備えるための為替予約差損（デリバティブ

評価損）22億66百万円及び固定資産の減損2億32百万円等の特別損失を計上致しました結果、当期純損失は

18億68百万円となりました。 

 

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、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引き続き厳し

い状況でありましたが、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

活発に実施した結果、大手百貨店等の案件を着実に受注することができました。 

また、前期に海外市場へ本格的に営業展開を開始した結果、海外部門では、前期比３倍の８億円の売上を

計上いたしました。今後とも代理店の更なる増強や展示会の開催を通じ、海外展開を積極的に進めてまいり

ます。 

なお、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、食品スーパーを初め、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が、顧客の高い評価を得て順調に契約件数を伸

ばしております。 

その結果、前期比５倍の10億円の売上を計上いたしました。今後とも省エネ機器の強みを生かし積極的拡

販及びレンタルを進めてまいります。 

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ものの、未だ本

格的な売上げを計上するには至っておりません。今後、ＬＥＤを中心とした製品開発に取り組み海外生産販

売拠点を目指してまいります。 

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は155億２百万円（前連結会計年度比5.6％減）、営業利

益は19億62百万円（前連結会計年度比2.5％増）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、平成20年５月に業務用家具の新カタログを

発刊し、建築士やインテリアデザイナー等に配布し、東京青山並びに大阪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、前期

に比べ売上は順調に伸びてまいりました。 

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が、売上

が伸び悩み利益を上げるまでには至っておりません。 

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は11億51百万円（前連結会計年度比13.8％増）、営業損

失は３億４百万円（前連結会計年度比246百万円増加）となりました。 
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次期の見通し 

サブプライムローン問題に端を発した金融不安、株安・円高基調などの影響を受けた景気後退が本年中も

続くことが予想される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強化並びに海外の照明器具市場

開拓に取り組んでまいります。 

特に海外照明市場への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。 

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。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ２億 29 百万円減の 169 億 95 百万円となりました。 

主な要因は売上債権の増加及び棚卸資産の減少によるものであります。 

（ロ）負債 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ 22 億 77 百万円増の 99 億 80 百万円となりました。 

主な要因は買入債務の増加、長期借入金の減少、デリバティブ債務の増加によるものであります。 

（ハ）純資産 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ25億07百万円減の67億14百万円となりました。 

主な要因は利益剰余金の減少、為替換算調整勘定の減少によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、15億70百万円（前連結会計年度比13.0％増）となりまし

た。主な要因は以下の通りであります。 

（イ）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、18億53百万円の増加（前連結会計年度比78.9％増）となりまし

た。 

主な要因は、税金等調整前当期純損失により18億61百万円減少しましたもののデリバティブ評価損、減

損損失による増加があり差引61億37百万円の増加となったこと、並びに減価償却費５億73百万円、棚卸資

産の減少３億87百万円、仕入債務の増加４億86百万円による増加であります。 

（ロ）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、９億97百万円の減少（前連結会計年度比－％）となりました。 

主な要因は、家具事業の物流倉庫の購入、子会社イーシームズ株式会社の賃貸用資産及びシステム関連

投資であります。 

（ハ）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、６億18百万円の減少（前連結会計年度比－％）となりました。 

主な要因は、借入金の返済及び配当の支払いであります。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 55.8 52.9 54.5 40.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
109.6 57.8 28.1 12.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.6 10.2 3.8 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.3 5.4 14.4 29.9

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しています。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは財務体質と経営基盤の強化をはかるとともに、株主各位に対して安定的な配当

の維持及び適正な利益還元を基本方針としています。内部留保金につきましては、長期的展望に

立った新規事業の開発活動及び経営体質の効率化・省力化のための投資等に活用し、企業体質と

企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。 

当期の配当につきましては、期末配当は１株７円50銭とし、さきの一株当たり７円50銭の中間

配当とあわせ年間で15円を予定しております。 

また、次期の配当予想額につきましては、一株当たり中間配当金５円、期末配当金５円の年間

10円を予定しております。 

（4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の

ようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、短信提出日（平成21年５月13日）現在において当社

グループが判断したものであります。 

また、積極的な情報開示の観点から、必ずしも投資判断に影響を与えるとは限らない事項も含

まれております。 

①商業施設市場の景気変動、出店規制などについて 

当社グループは特定の取引先に依存することなく、幅広い顧客からの受注を確保しており、安

定した取引基盤を有しております。しかしながら、当社グループは商業施設用照明器具の売上高

に占める割合が大きいため、商業施設市場の景気動向や大型商業施設の出店規制などによって、

得意先からの受注に影響を受ける事があります。そのため、その動向次第では、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

②国際的な事業展開について 

当社グループはタイと中国に現地子会社を設立し、低コスト生産体制を確立しておりますが、

海外では為替リスクに加え、政情不安、経済動向の不確実性、宗教及び文化の相違、現地におけ

る労使関係等のリスクに直面する可能性があります。また、現地子会社からの完成品の仕入比率

が高まっており、政情不安や経済動向によっては完成品の供給にも影響を与えます。当社グルー

プは、現地子会社と連携を密にし、適切に対応していく方針でありますが、予測不能な事態が発

生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
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③家具関連事業について 

当社の家具関連事業につきましては、照明事業に準じた業務用家具分野に特化して積極的に新

製品並びにカタログを発刊し市場開拓を行っていますが効果が予定通り実績につながらなかった

場合には、開発費用やカタログ発刊費用が利益の圧迫要因となり、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。 

④レンタル事業について 

レンタル事業を主体とする子会社イーシームズ株式会社が今後、レンタル事業が予想通りに軌

道に乗らなかった場合にはキャッシュ・フローの圧迫要因となる可能性があります。 

⑤製品の欠陥について 

当社グループは、所定の品質基準に基づき、製品の品質確保に細心の注意を払っております。

しかし、部品のロット不良などにより当社グループが供給する製品に重大な欠陥が発生した場合

には、製品の回収及び交換による費用、企業イメージのダウン等により、当社グループの経営成

績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑥原材料の仕入価格の高騰について 

当期は、鋼材価格上昇は一服したものの依然として高水準にあり、原油価格やその他原材料価

格も高値圏で推移しております。国内においては、取引先企業との価格交渉によって取引条件が

決定される為、仕入価格に即座に反映されるわけではありませんが、このような原材料の仕入価

格高騰状態が続けば、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑦為替変動による影響について 

当社のタイ及び中国現地法人の連結財務諸表作成において貸借対照表及び損益計算書は円換算

されるため、為替相場の変動の影響を受けます。当社グループは、為替予約等により為替相場の

変動をヘッジ又は軽減する対策を講じてはおりますが、為替レートが急激に変動した場合には、

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑧デリバティブ取引について 

当社は、欧州ユーロ並びに米ドル建輸入取引の為替変動リスクをヘッジする目的で、通貨オプ

ション取引、通貨スワップ取引を利用したデリバティブ取引を実行しております。 

当社は、当該デリバティブ取引について時価評価を行う処理を採用しているため、今後当該取引の時価

評価に影響を及ぼすドル円レート並びに日米金利差の変動状況により、相当額の評価損益が発生する可能

性があります。 

⑨繰延税金資産について 

当社グループは、当連結会計年度において10億69百万円の繰延税金資産を計上しております。

繰延税金資産につきましては、今後の利益(課税所得)をもって全額回収可能と考えておりますが、

業績の悪化によって一部取崩を求められることとなった場合には、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社並びに子会社3社で構成され、照明器具の製造販売、照明器具及び省エネ商材のレンタル、家具の販売 

及び取付工事を主な内容として事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 

事業区分 事業内容 会社名 

照明器具関連事業 照明器具の製造販売 

省エネ商材の販売 

照明器具及び省エネ商材のレンタル 

当社（製造・販売） 

ENDO Lighting(THAILAND)Public CO.,LTD.（製造・販売）

昆山恩都照明有限公司（製造） 

イーシームズ株式会社（レンタル） 

家具関連事業 インテリア家具・用品の販売 

システム収納家具の製造並びに取付工事 

当社（販売・取付工事） 

ENDO Lighting(THAILAND)Public CO.,LTD.（製造・販売）

 

 

        製商品の流れ 

        部品の流れ 

事業の系統図は以下の通りであります。     製商品の流れ 

        システム収納家具の取付工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ 照 明 器 具 関 連 事 業 ） （家具関連事業） 

 

 

得   意   先 

連結子会社 

イーシームズ株式会社 

連結子会社 

昆山恩都照明有限公司 

 

 

当社 

連結子会社 

ＥＮＤＯ Lighting(THAILAND)Public ＣＯ.,ＬＴＤ. 
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３．経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

当社グループは、経営理念として「企業は公器」を掲げ、事業活動は社会的存在価値を高めることに経営資源を集中し、人

間（組織）の持つ無限の能力と可能性を 大限発揮させる経営の仕組みづくり、社会に貢献する経営を優先することを目指し

ております。 

この考えを実現する経営理念として「顧客にベストビジネスパートナーとして認知される会社に」、「顧客の要求に 高の形

で応える社員に」、「会社価値と経営品質の向上」、「顧客満足と社員の働きがいの向上」、「顧客第一主義の精神」等を掲げ、商

業施設や建築物また、インテリア家具・用品並びにシステム収納家具等の製造販売を通じて快適な商、住環境を提供する高付

加価値空間創造企業として、幅広い社会貢献を目指しております。 

なお、経営の基本方針について次の内容を掲げています。 

①「会社価値の向上」 

(イ)会社価値とは当社が社会に存続し続ける為の必要な提供価値をいう。 

(ロ)会社価値を継続的に高める優れた経営の仕組みと人材をつくる。 

(ハ)高付加価値空間創造並びに省エネ製品の開発及び提供で地球の温暖化防止や天然資源温存などを推進する。 

(ニ)市場や顧客の期待・要求する製品を的確且つ、スピーディに開発し提供する。 

②「経営品質の向上」 

(イ)経営品質とは卓越した業績を上げ続けることができる仕組みをいう。 

(ロ)人間尊重経営を重視し、個人と組織の調和と永続発展を可能とする仕組みをつくる。 

(ハ)社会や業界の変化に対応できる仕組みと人材育成を図る。 

(ニ)情報の共有化をはかりスピーディな活用と検証を行う。 

③「顧客満足の向上」 

(イ)社員一人一人が真の顧客（次工程）満足とは何かを考え顧客の価値創造を優先する。 

(ロ)顧客、社員（働き甲斐）、株主、三者の 大満足を追求する。 

(ハ)全社員が顧客側に立って仕事が出来る環境と仕組みをつくる。 

(ニ)市場・顧客の要求、期待事項を的確に把握しスピーディに対応出来る仕組みをつくる。 

④「社員の働き甲斐の向上」 

(イ)全従業員が 大限に能力を発揮できる組織にするために、自ら考え、判断、活動し、成果を自ら評価できる仕組みをつ

くる。 

(ロ)価値観を共有し、一人一人が主体性をもって自由闊達に活動し、成長できる仕組みと組織風土を醸成する。 

(ハ)成果を重視した評価・配分（組織への貢献度）制度とする。 

(ニ)人事制度並びに評価・配分方法を公正で客観的なものとする。 

 

(２)目標とする経営指標 

当社グループは高収益体質を目指し以下２点を目標に掲げております。 

・売上総利益率      48％ 

・売上高経常利益率    15％ 

これは成長のための新規事業や新製品を含めた連結ベースでの目標値であり、現状のコアビジネスでは更に高い収益性を確

保していくことが目標になります。 

 

(３)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 
当社グループは、顧客のニーズや期待に応えるために顧客密着型経営推進し、会社価値と経営品質の向上を重点目標として

掲げています。 

今後、ますます市場競争の激化が予測されますので更なる競争力と組織力の強化をはかり、継続的に安定した経営体制に固

めるため、下記の項目を重点に推進してまいります。 

①商業施設、公共及び医療施設、流通店舗、アミューズメント施設向け等の照明器具において、さらに省エネルギー器具の

開発を進めると共に、ENDO Lighting (THAILAND) Public CO., LTD.及び昆山恩都照明有限公司を軸にさらなるコストダウンを

実現し国際的な競争力の強化を図り海外市場の販売拡大を図ります。 

②レンタル事業を引き続き、発展・推進いたします。 

③システム収納家具においては、さらに顧客満足度を高め、安定的に利益を計上できる仕組みを構築いたします。 
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④インテリア家具・用品については、当期より既存の照明チャンネルを活用したカタログ販売を全国的に展開し拡大政策を

とっており、今後も引き続き強化を図ります。 

⑤東京青山並びに大阪本社のショールームと共にショールームを活用した販売促進を推進いたします。 

⑥継続的に成長発展する経営の仕組みを構築するために、関西経営品質賞に取り組んでおります。また照明技術研究所にお

いて、平成19年６月にＩＳＯ１４００１を取得し、環境問題等にも積極的に取り組んでいます。 

今後も日本経営品質賞とＩＳＯ活動を軸に、顧客満足度と社会貢献及び社員の働き甲斐の向上を図り、市場の変化にスピー

ディに対応出来る企業体質の構築を図ります。 

⑦大学院との企学提携により経営幹部の育成を推進し、堅固で発展性のある企業体質の構築を目指します。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 1,397  1,666

  受取手形及び売掛金 2,659  3,064

  たな卸資産 4,001  －

  商品及び製品 －  1,938

  仕掛品 －  162

  原材料及び貯蔵品 －  1,358

  繰延税金資産 323  328

  その他 600  480

  貸倒引当金 △11  △9

  流動資産合計 8,971  8,990

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 2,137  2,110

   機械装置及び運搬具 572  322

   土地 2,828  2,849

   建設仮勘定 7  1

   その他 624  747

   有形固定資産合計 6,169  6,031

  無形固定資産 269  317

  投資その他の資産  

   投資有価証券 113  88

   繰延税金資産 636  740

   その他 1,071  818

   貸倒引当金 △307  △292

   投資その他の資産合計 1,513  1,355

  固定資産合計 7,952  7,704

 資産合計 16,924  16,695

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,411  1,884

  短期借入金 1,722  2,183

  １年以内返済予定長期借入金 786  393

  未払法人税等 13  92

  賞与引当金 236  182

  製品保証引当金 278  258

  デリバティブ債務 －  16

  その他 805  742

  デリバティブ債務 －  16

  流動負債合計 5,253  5,752

 固定負債  

  社債 300  300

  長期借入金 980  587

  退職給付引当金 253  303

  役員退職慰労引当金 336  338
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

  繰延税金負債 62  －

  デリバティブ債務 405  2,567

  その他 110  131

  固定負債合計 2,449  4,227

 負債合計 7,702  9,980

（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 3,313  1,179

  自己株式 △71  △121

  株主資本合計 8,947  6,763

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 22  △0

  繰延ヘッジ損益 93  －

  為替換算調整勘定 151  △50

  評価・換算差額等合計 268  △51

 少数株主持分 5  1

 純資産合計 9,221  6,714

負債純資産合計 16,924  16,695
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(2) 連結損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 17,434  16,653

売上原価 10,146  9,687

売上総利益 7,287  6,966

販売費及び一般管理費 6,597  6,107

営業利益 689  859

営業外収益  

 受取利息及び配当金 5  6

 賃貸収入 29  30

 為替差益 258  －

 仕入割引 13  9

 その他 46  77

 営業外収益合計 353  123

営業外費用  

 支払利息 69  62

 売上割引 206  174

 その他 23  93

 営業外費用合計 299  329

経常利益 743  652

特別利益  

 固定資産売却益 1  0

 デリバティブ評価益 16  －

 特別利益合計 18  0

特別損失  

 固定資産除売却損 11  17

 家具倉庫撤収費用 142  －

 包括的長期為替予約評価損 471  －

 デリバティブ評価損 －  2,266

 その他 0  232

 特別損失合計 625  2,515

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

136  △1,862

法人税、住民税及び事業税 70  125

法人税等調整額 142  △120

法人税等合計 213  4

少数株主利益 0  1

当期純損失（△） △76  △1,868
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 3,529  3,529

  当期末残高 3,529  3,529

 資本剰余金  

  前期末残高 2,177  2,176

  連結会計年度中の変動額  

   自己株式の処分 △1  －

   連結会計年度中の変動額合計 △1  －

  当期末残高 2,176  2,176

 利益剰余金  

  前期末残高 3,723  3,313

  連結会計年度中の変動額  

   剰余金の配当 △333  △264

   当期純損失（△） △76  △1,868

   連結会計年度中の変動額合計 △410  △2,133

  当期末残高 3,313  1,179

 自己株式  

  前期末残高 △64  △71

  連結会計年度中の変動額  

   自己株式の取得 △40  △50

   自己株式の処分 33  －

   連結会計年度中の変動額合計 △6  △50

  当期末残高 △71  △121

 株主資本合計  

  前期末残高 9,366  8,947

  連結会計年度中の変動額  

   剰余金の配当 △333  △264

   当期純損失（△） △76  △1,868

   自己株式の取得 △40  △50

   自己株式の処分 32  －

   連結会計年度中の変動額合計 △418  △2,184

  当期末残高 8,947  6,763

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 53  22

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△30  △23

   連結会計年度中の変動額合計 △30  △23

  当期末残高 22  △0

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 321  93

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△227  △93

   連結会計年度中の変動額合計 △227  △93
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  当期末残高 93  －

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 371  151

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△219  △202

   連結会計年度中の変動額合計 △219  △202

  当期末残高 151  △50

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 746  268

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動
額（純額） 

△477  △319

   連結会計年度中の変動額合計 △477  △319

  当期末残高 268  △51

少数株主持分  

 前期末残高 226  5

 連結会計年度中の変動額  

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額
（純額） 

△220  △3

  連結会計年度中の変動額合計 △220  △3

 当期末残高 5  1

純資産合計  

 前期末残高 10,338  9,221

 連結会計年度中の変動額  

  剰余金の配当 △333  △264

  当期純損失（△） △76  △1,868

  自己株式の取得 △40  △50

  自己株式の処分 32  －

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額
（純額） 

△698  △323

  連結会計年度中の変動額合計 △1,116  △2,507

 当期末残高 9,221  6,714
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

136  △1,862

 減価償却費 562  573

 減損損失 －  232

 貸倒引当金の増加額 66  △16

 賞与引当金の増加額 △148  △53

 製品保証引当金の増加額 43  △19

 退職給付引当金の増加額 36  49

 役員退職慰労引当金の増加額 △36  2

 受取利息及び受取配当金 △5  △6

 支払利息 69  62

 社債発行費 6  －

 固定資産除売却損 11  17

 デリバティブ評価損 455  2,266

 売上債権の減少額 1,162  △416

 たな卸資産の減少額 920  387

 仕入債務の増加額 △1,659  486

 未払金の増加額 △226  △80

 未払消費税の増加額 24  －

 役員賞与引当金の増加額 △12  －

 その他 △156  183

 小計 1,251  1,805

 利息及び配当金の受取額 5  6

 利息の支払額 △64  △65

 法人税等の支払額 △156  107

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,036  1,853

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 △459  △677

 無形固定資産の取得による支出 △73  △132

 子会社株式の取得による支出 △212  －

 その他 2  △187

 投資活動によるキャッシュ・フロー △742  △997

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増加額 436  498

 長期借入による収入 1,300  －

 長期借入金の返済による支出 △1,028  △786

 社債の発行による収入 293  －

 社債の償還による支出 △300  －

 自己株式処分による収入 32  －

 自己株式取得による支出 △40  △50

 配当金の支払額 △310  △279

 財務活動によるキャッシュ・フロー 381  △618

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6  △57

現金及び現金同等物の増加額 668  180

現金及び現金同等物の期首残高 721  1,389

現金及び現金同等物の期末残高 1,389  1,570
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

――――― 
該当事項はありません。 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却の方法の変更 

 当社及び国内連結子会社では、法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

への影響は軽微であります。 

 

 

 

１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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（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、当連結会計年

度の売上総利益、営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減

少、税金等調整前当期純損失が２百万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。 

２．リース取引に関する会計基準の適用 

 「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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、有形固定資
産に与える影響はなく、また、営業利益、経常利益及び税
金等調整前純損失に与える影響はありません。 

３．「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

当面の取り扱い」の適用 

 「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）を当連結会計期間から適用して
おります。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整
前純損失に与える影響はありません。 

４．適用レートの変更 

 機能通貨が現地通貨である海外子会社の財務諸表の収益

及び費用項目は、前連結会計年度まで決算日レートにより換

算しておりましたが、当連結会計年度より期中平均レートに

より換算しております。これにより、売上高が25百万円増加

、営業利益が159百万円減少、経常利益が４百万円減少、税

金等調整前当期純損失が93百万円増加、当期純損失が74百万

円増加しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

――――― （連結貸借対照表） 

１． 財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月

７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当

連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記しております。なお前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」｢仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」は、それぞれ23億72百万円、１億82百万円、14億

47百万円であります。 

 

２． 前連結会計年度において固定負債その他に含めて表示して

おりましたデリバティブ債務につきましては、重要性が増し

たため当連結会計年度より流動負債及び固定負債にデリバ

ティブ負債として表示しております。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

 当社及び国内連結子会社では、法人税法の改正に伴い、平成1

9年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に達した

会計年度の翌会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利

益への影響は軽微であります。 

 

 

――――― 
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開示の省略 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等に関する注記

事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成21年６月26日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「証券取引法に基づく 有価証

券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」(ＥＤＩＮＥＴ)でご覧いただくことができます。 

 

注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 4,373百万円

  

１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 4,339百万円 

２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ

ります。 

  担保に供している資産 

建物 411百万円

土地 1,704百万円

合計 2,115百万円 

２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ

ります。 

  担保に供している資産 

建物 357百万円

土地 1,651百万円

定期預金 90百万円

合計 2,098百万円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 1,253百万円

１年以内返済予定長期借入金 513百万円

長期借入金 684百万円

合計 2,451百万円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 900百万円

１年以内返済予定長期借入金 279百万円

長期借入金 405百万円

合計 1,584百万円 

３ 偶発債務 

手形債権流動化に伴う買戻し義

務額 

155百万円

計 155百万円
 

３ 偶発債務 

手形債権流動化に伴う買戻し義務

額 

100百万円

計 100百万円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

製品保証引当金繰入額 43百万円

役員退職慰労引当金繰入額 14百万円

貸倒引当金繰入額 70百万円

広告宣伝費 270百万円

発送配達費 678百万円

給与手当 2,325百万円

賞与引当金繰入額 229百万円

退職給付費用 133百万円

賃借料 371百万円

減価償却費 318百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円

広告宣伝費 316百万円

発送配達費 610百万円

給与手当 2,244百万円

賞与引当金繰入額 189百万円

退職給付費用 162百万円

賃借料 371百万円

減価償却費 260百万円

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次

のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 89百万円

  合計 89百万円

 

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次

のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 78百万円

  合計 78百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(千株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(千株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(千株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(千株) 

発行済株式   

 普通株式 13,462 － － 13,462

 合計 13,462 － － 13,462

自己株式   

 普通株式 184 103 96 192

 合計 184 103 96 192

 （変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  平成19年11月19日取締役会決議に基づく取得による増加 103千株 

 

 減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

  当社役員及び従業員のストックオプション権利行使による減少 96千株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 165 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月12日 

取締役会 
普通株式 167 12.50 平成19年９月30日 平成19年12月５日

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 165 利益剰余金 12.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

 

 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(千株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(千株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(千株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(千株) 

発行済株式   

 普通株式 13,462 － － 13,462

 合計 13,462 － － 13,462

自己株式   

 普通株式 192 197 － 389

 合計 192 197 － 389
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（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  平成20年３月28日取締役会決議に基づく取得による増加  67千株 

  平成20年９月12日取締役会決議に基づく取得による増加 130千株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 165 12.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月14日 

取締役会 
普通株式 99 7.50 平成20年９月30日 平成20年12月５日

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり配

当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 98 利益剰余金 7.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 1,397

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △          7

小計 1,389

現金及び現金同等物 1,389

 

（百万円）

現金及び預金勘定 1,666 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △      96 

小計 1,570 

現金及び現金同等物 1,570 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至  平成20年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 16,422 1,011 17,434 －  17,434 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  － 

計 16,422 1,011 17,434 －  17,434 

 営業費用 14,507 1,562 16,069 674  16,744 

 営業利益 1,915 △ 550 1,364 （ 674） 689 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資産 10,151 1,088 11,239 5,684  16,924 

 減価償却費 381 34 415 111  526 

 資本的支出 544 36 580 26  606 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 15,502 1,151 16,653 －  16,653 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  － 

計 15,502 1,151 16,653 －  16,653 

 営業費用 13,539 1,455 14,995 799  15,794 

 営業利益 1,962 △ 304 1,658 （ 799） 859 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資産 9,334 1,270 10,605 6,089  16,695 

 減価償却費 419 43 463 110  573 

 資本的支出 479 287 767 167  934 

（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.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含まれる親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用 

前連結会計年度  674百万円  当連結会計年度  799百万円   

３．資産のうち、消去又は全社の項目は全社資産の金額であり、その主なものは、余資運用資金（現預金及び有価証券）、繰延

税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

４．減価償却費には、長期前払費用の減価償却費が含まれております。 

５．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。なお、当連結会計年度の消去又は全社の項目には親会社の管理部門

に係る支出167百万円が含まれております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 17,015 419 17,434 －  17,434 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 3 2,761 2,764 （2,764） － 

計 17,018 3,180 20,198 （2,764） 17,434 

 営業費用 15,455 3,418 18,873 （2,129） 16,744 

 営業利益 1,562 △ 238 1,324 （ 635） 689 

Ⅱ 資産 11,600 3,125 14,725 2,199  16,924 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 16,285 367 16,653 －  16,653 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 3 2,884 2,887 （2,887） － 

計 16,289 3,251 19,541 （2,887） 16,653 

 営業費用 14,779 3,209 17,989 （2,194） 15,794 

 営業利益 1,509 42 1,551 （ 692） 859 

Ⅱ 資産 11,286 2,655 13,942 2,752  16,695 

(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とおりであります。 

アジア・・・タイ、中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含まれる親会社の管理部門に係る配賦不能営業費用 

前連結会計年度  674百万円  当連結会計年度  799百万円   

４．資産の欄の消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は以下の通りであります。その主なものは、余資運用資金（現預金

及び有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 

前連結会計年度  5,684千円  当連結会計年度  6,089百万円 

【海外売上高】 

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 694円54銭

１株当たり当期純損失 5円77銭

  

 

１株当たり純資産額 513円50銭

１株当たり当期純損失 141円98銭

  
  

 なお、当連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

 (注)１．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益 

連結損益計算書上の当期純損失（百万円） 76 1,868 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純損失（百万円） 76 1,868 

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,334 13,163 

 

 

（生産、受注及び販売の状況） 

(１) 生産実績 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

増減 事業の種類別 

セグメント 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 増減率（％）

照明器具関連事業 3,262 90.4 3,110 89.4 △    152 △    4.7

家具関連事業 346 9.6 369 10.6 22 ＋    6.6

合計 3,609 100.0 3,480 100.0 △    129 △    3.6

  

 

(２) 受注状況 

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 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

増減 事業の種類別 

セグメント 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 増減率（％）

照明器具関連事業 16,422 94.2 15,502 93.1 △    920 △    5.6

家具関連事業 1,011 5.8 1,151 6.9 139 ＋   13.8

合計 17,434 100.0 16,653 100.0 △    780 △    4.5
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 905  1,078

  受取手形 367  442

  売掛金 2,129  2,277

  完成工事未収入金 72  56

  商品 655  －

  製品 1,594  －

  商品及び製品 －  1,854

  原材料 488  －

  仕掛品 －  49

  貯蔵品 113  －

  原材料及び貯蔵品 －  565

  未成工事支出金 32  －

  前渡金 2  79

  前払費用 45  72

  繰延税金資産 312  307

  短期貸付金 205  －

  未収入金 539  286

  その他 50  93

  貸倒引当金 △12  △11

  流動資産合計 7,503  7,151

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 1,705  1,766

   構築物 18  15

   機械及び装置 16  24

   車両及び運搬具 6  2

   工具、器具及び備品 131  105

   土地 2,640  2,686

   有形固定資産合計 4,519  4,601

  無形固定資産  

   ソフトウェア 84  89

   ソフトウェア仮勘定 41  102

   電話加入権 21  2

   無形固定資産合計 147  194

  投資その他の資産  

   投資有価証券 113  88

   関係会社株式 1,771  1,244

   関係会社長期貸付金 1,115  1,289

   長期前払費用 17  16

   繰延税金資産 607  539

   差入保証金 203  225

   長期性預金 100  100

   破産債権、再生債権、更生債権その他これら
に準ずる債権 

242  233
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

   その他 140  147

   貸倒引当金 △284  △277

   投資その他の資産合計 4,084  3,663

   会員権 58  56

  固定資産合計 8,751  8,460

 資産合計 16,254  15,611

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形 476  307

  買掛金 1,143  1,745

  工事未払金 27  25

  短期借入金 1,403  1,790

  １年内返済予定長期借入金 786  393

  未払金 409  337

  未払費用 138  116

  未払法人税等 7  67

  未払消費税等 144  －

  前受金 11  8

  未成工事受入金 9  29

  預り金 38  35

  賞与引当金 222  172

  製品保証引当金 278  258

  デリバティブ債務 －  16

  その他 0  0

  流動負債合計 5,097  5,302

 固定負債  

  社債 300  300

  長期借入金 980  587

  退職給付引当金 253  303

  役員退職慰労引当金 336  338

  デリバティブ債務 －  1,551

  その他 484  85

  固定負債合計 2,355  3,166

 負債合計 7,453  8,469

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 3,529  3,529

  資本剰余金  

   資本準備金 2,169  2,169

   その他資本剰余金 7  7

   資本剰余金合計 2,176  2,176

  利益剰余金  

   利益準備金 21  21

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 3,122  1,537

   利益剰余金合計 3,144  1,558

  自己株式 △71  △121

  株主資本合計 8,778  7,143
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 22  △0

  評価・換算差額等合計 22  △0

 純資産合計 8,801  7,142

負債純資産合計 16,254  15,611
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(2) 損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高  

 製品売上高 13,499  12,082

 商品売上高 3,279  3,269

 完成工事高 397  455

 売上高合計 17,177  15,807

売上原価  

 製商品売上原価  

  期首製品たな卸高 2,304  1,225

  期首商品たな卸高 565  1,024

  当期製品仕入高 6,474  5,853

  当期商品仕入高 2,279  2,488

  当期製品製造原価 368  342

  合計 11,991  10,934

  他勘定振替高 41  23

  期末製品たな卸高 1,594  907

  期末商品たな卸高 655  946

 完成工事原価 335  370

 売上原価合計 10,036  9,426

売上総利益 7,140  6,380

販売費及び一般管理費  

 広告宣伝費 266  312

 発送配達費 613  545

 容器包装費 24  21

 車両維持費 21  20

 貸倒引当金繰入額 69  9

 製品保証引当金繰入額 43  －

 役員報酬 67  65

 給料手当 2,163  2,087

 賞与引当金繰入額 213  172

 退職給付費用 131  160

 役員退職慰労引当金繰入額 14  12

 福利厚生費 493  458

 旅費交通費 210  146

 通信費 107  109

 接待交際費 87  65

 修繕費 13  17

 消耗品費 65  49

 研修・図書費 16  18

 租税公課 85  81

 水道光熱費 48  52

 諸会費 7  6

 賃借料 355  360

 保険料 13  9

 諸手数料 463  536

 会議費 9  5

 減価償却費 268  225
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  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 研究開発費 49  45

 雑費 205  107

 販売費及び一般管理費合計 6,132  5,702

営業利益 1,007  678

営業外収益  

 受取利息 22  24

 受取配当金 1  12

 仕入割引 13  9

 賃貸収入 29  30

 為替差益 18  74

 その他 18  48

 営業外収益合計 104  200

営業外費用  

 支払利息 54  52

 売上割引 206  174

 その他 23  15

 営業外費用合計 284  242

経常利益 827  635

特別利益  

 固定資産売却益 1  0

 特別利益合計 1  0

特別損失  

 包括的長期為替予約評価損 471  1,162

 家具倉庫撤収費用 142  －

 固定資産除売却損 9  15

 減損損失 －  617

 その他 0  －

 特別損失合計 623  1,794

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 205  △1,158

法人税、住民税及び事業税 60  73

法人税等調整額 86  89

法人税等合計 146  162

当期純利益又は当期純損失（△） 58  △1,320
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(3) 株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 3,529  3,529

  当期末残高 3,529  3,529

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 2,169  2,169

   当期末残高 2,169  2,169

  その他資本剰余金  

   前期末残高 8  7

   事業年度中の変動額  

    自己株式の処分 △1  －

    事業年度中の変動額合計 △1  －

   当期末残高 7  7

  資本剰余金合計  

   前期末残高 2,177  2,176

   事業年度中の変動額  

    自己株式の処分 △1  －

    事業年度中の変動額合計 △1  －

   当期末残高 2,176  2,176

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 21  21

   当期末残高 21  21

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 3,397  3,122

    事業年度中の変動額  

     減資 △333  △264

     当期純利益又は当期純損失（△） 58  △1,320

     事業年度中の変動額合計 △274  △1,585

    当期末残高 3,122  1,537

  利益剰余金合計  

   前期末残高 3,418  3,144

   事業年度中の変動額  

    減資 △333  △264

    当期純利益又は当期純損失（△） 58  △1,320

    事業年度中の変動額合計 △274  △1,585

   当期末残高 3,144  1,558

 自己株式  

  前期末残高 △64  △71

  事業年度中の変動額  

   自己株式の取得 △40  △50

   自己株式の処分 33  －

   事業年度中の変動額合計 △6  △50

  当期末残高 △71  △121

30



  

株式会社遠藤照明 （6932）平成 21 年３月期 決算短信 

 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 株主資本合計  

  前期末残高 9,061  8,778

  事業年度中の変動額  

   減資 △333  △264

   当期純利益又は当期純損失（△） 58  △1,320

   自己株式の取得 △40  △50

   自己株式の処分 32  －

   事業年度中の変動額合計 △282  △1,635

  当期末残高 8,778  7,143

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 53  22

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△30  △23

   事業年度中の変動額合計 △30  △23

  当期末残高 22  △0

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 53  22

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△30  △23

   事業年度中の変動額合計 △30  △23

  当期末残高 22  △0

純資産合計  

 前期末残高 9,114  8,801

 事業年度中の変動額  

  減資 △333  △264

  当期純利益又は当期純損失（△） 58  △1,320

  自己株式の取得 △40  △50

  自己株式の処分 32  －

  株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純
額） 

△30  △23

  事業年度中の変動額合計 △312  △1,659

 当期末残高 8,801  7,142
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

――――― 該当事項はありません。 

 

重要な会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却の方法の変更 

 法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益への影響は軽微であります。 

 

１．リース取引に関する会計基準の適用 

 「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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、有形固定資
産に与える影響はなく、また、営業利益、経常利益及び税
金等調整前純損失に与える影響はありません。 
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