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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 64,203 △10.5 △215 ― △650 ― △2,397 ―

20年3月期 71,746 1.1 2,688 0.3 2,247 △13.1 1,035 117.9

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 △32.30 ― △8.8 △0.9 △0.3

20年3月期 13.61 ― 3.5 2.9 3.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  44百万円 20年3月期  71百万円

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 69,190 26,946 36.5 340.35
20年3月期 76,823 31,469 38.4 397.82

（参考） 自己資本   21年3月期  25,256百万円 20年3月期  29,526百万円

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 160 △1,938 △77 10,122
20年3月期 3,443 △1,434 △1,328 12,336

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00 372 36.7 1.3
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 371.0

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

24,700 △18.1 △1,050 ― △1,150 ― △1,400 ― △18.87

通期 60,000 △6.5 800 ― 600 ― 100 ― 1.35
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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、 17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」、20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」
をご覧ください。 

(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、 38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 78,219,507株 20年3月期 78,219,507株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,011,320株 20年3月期  3,999,292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 50,207 △9.8 △995 ― △767 ― △2,100 ―

20年3月期 55,649 7.5 888 △0.6 936 △11.5 623 △28.0

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 △28.22 ―

20年3月期 8.17 ―

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 54,378 17,585 32.3 236.34
20年3月期 59,304 20,367 34.3 273.69

（参考） 自己資本 21年3月期  17,585百万円 20年3月期  20,367百万円

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 

業績予想につきましては発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予
想数値と異なる場合があります。 

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

19,200 △17.8 △1,100 ― △500 ― △700 ― △9.41

通期 47,500 △5.4 300 ― 800 ― 400 ― 5.38
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度のわが国経済は、昨年秋の米国の金融危機に端を発した世界的な景気の急激な悪化に加え株価の下

落、為替の変動等により、個人消費の落込みが拡大し、また企業収益が悪化したことにより在庫調整、設備投資の中

止・延期を招き、国内外の需要は大きく落ち込みました。 

 このような状況の下で、当社グループは市場ニーズに対応すべく新製品の開発・市場投入をすすめ、業績の向上に

取り組んでまいりました。 

 これらの結果、売上高は64,203百万円（前年度は71,746百万円で10.5%の減少）、営業損失215百万円（前年度は

営業利益2,688百万円で2,904百万円の悪化）、経常損失650百万円（前年度は経常利益2,247百万円で2,897百万円の

悪化）となりました。当期純損失は、主にフィリップス社との特許訴訟に係る訴訟関連損失452百万円および国土交

通省４地方整備局より他業者と連帯で受けた情報表示整備工事に係わる損害賠償請求のうち、当社に係わる292百万

円を特別損失に計上したことにより、2,397百万円（前年度は当期純利益1,035百万円で3,432百万円の悪化）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す。  

＜照明部門＞ 

 照明部門では、ＨＩＤ商品トップメーカーとして、省エネ、リニューアルを中心とした商品開発、営業展開を推

進してまいりました。 

 前期に発注量が戻った公共事業関連が全体的に減少し、特にトンネル分野は大きく減少しました。一方、民需関

連は前半より工場向けＨＩＤ商品が好調に推移しましたが、第３四半期以降、急激に落ち込み、不動産・建設不況

が本格化したこともあり、全体的に減収減益となりました。 

 これらの結果、売上高は37,094百万円（前年度は41,524百万円で10.7%の減少）、営業利益は550百万円（前年

度は2,108百万円で73.9%の減少）となりました。  

＜光応用部門＞ 

 光応用部門では、今後の成長分野と位置づけ、経営資源を集中してまいりましたが、前期終盤からの需要低迷に

加え、昨年秋からの企業収益の急激な落込みによる設備投資の中止・延期による需要の落込みや納期の延期、特に

映像用プロジェクター光源の在庫調整による売上の急激な落ち込みの影響等により減収減益となりました。 

 これらの結果、売上高は26,222百万円（前年度は29,415百万円で10.9%の減少）、営業利益は1,231百万円（前

年度は2,864百万円で57.0%の減少）となりました。  

＜その他部門＞ 

 当部門では、売上高は886百万円（前年度は806百万円で9.9%の増加）、営業利益は12百万円（前年度は営業損

失170百万円で182百万円の改善）となりました。  

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

・日本 

 照明部門、光応用部門ともに景気の急激な後退により公共事業関連、民需関連共に需要が大きく落ち込んだ影

響により売上高は59,959百万円（前年度は65,432百万円で8.4%の減少）、営業利益は1,484百万円（前年度は

3,932百万円で62.2%の減少）となりました。 

・北米 

 米国景気の失速および急激な為替変動の影響により売上高は4,277百万円（前年度は5,773百万円で25.9%の減

少）、営業利益は358百万円（前年度は764百万円で53.1%の減少）となりました。 

・アジア 

 アジア経済の減速や大型案件の受注減少および為替変動の影響により売上高は1,087百万円（前年度は1,595
百万円で31.8%の減少）、営業利益は45百万円（前年度は222百万円で79.6%の減少）となりました。 

・ヨーロッパ 

 景気減速のなか販売体制効率化により売上高は93百万円（前年度は156百万円で40.5%の減少）、営業損失は

0百万円（前年度は17百万円で16百万円の改善）となりました。 

（次期の見通し） 

 世界経済の悪化が続く中、年度後半には、各国政府による景気対策の効果および在庫調整により、景気の底打

ちが期待されるものの、不透明感は否めず、今年一年は当社グループにとって厳しい状況が続くものと思われま

す。市場環境の好転が見込めない中、照明部門では、景気対策の公共事業の増加が見込まれ、光応用部門では、

映像用プロジェクター光源の需要低迷は続くとみられますが、太陽電池関連および水事業関連は増加が期待でき
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ます。 

 こうした中、当社グループは、生産工場の再編、人員体制の見直し、総経費削減など構造改革を迅速に推進

し、業績の早期改善に努めてまいります。 

 現時点の業績見通しは、下記の通りであります。  

［業績予想に関する注意事項］ 

 当決算短信に記載されている平成22年３月期の業績予想ならびに将来予想に関する記載内容につきましては、い

ずれも当社及び当社グループ会社の事業に関連する業界動向の見通しをはじめ、国内及び諸外国の経済状況、並び

に各種通貨間の為替レートの変動、その他業績に変動を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにし

た見通しを前提としております。これらは、市況、競争状況、新商品・新サービスの導入及びその成否、並びに照

明関連産業市場、光応用産業市場の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売

上高及び利益等は、当決算短信に記載されている予想数値と大きく異なる場合がありますことをご承知おきくださ

い。 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末における総資産は69,190百万円となり、前連結会計年度末と比べ7,632百万円の減少となりま

した。そのうち、流動資産が6,464百万円、固定資産が1,164百万円減少いたしました。主な内訳は、流動資産で

は現金及び預金の減少2,164百万円、受取手形及び売掛金の減少2,675百万円およびたな卸資産の減少1,308百万円

であります。固定資産では、設備投資額と減価償却額との差額などにより有形固定資産が494百万円減少、保有

株式の時価評価等により投資有価証券が649百万円減少いたしました。負債の部では3,108百万円減少しておりま

す。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少2,487百万円、賞与引当金の減少512百万円であります。純資産の部

では4,523百万円減少しております。主な内訳は当期純損失2,397百万円による利益剰余金の減少及び為替換算調

整勘定の減少1,179百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,214百万円減少し、10,122百万円

となりました。  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当期において営業活動の結果増加した資金は160百万円（前年度は3,443百万円の増加）となりました。主な

増加要因は、売上債権の減少2,482百万円、減価償却費2,050百万円およびたな卸資産の減少1,022百万円による

ものであり、主な減少要因は、仕入債務の減少2,377百万円、税金等調整前当期純損失1,920百万円でありま

す。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当期において投資活動の結果減少した資金は1,938百万円（前年度は1,434百万円の減少）となりました。主

な減少要因は有形固定資産の取得1,697百万円によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当期において財務活動の結果減少した資金は77百万円（前年度は1,328百万円の減少）となりました。主な減

少要因は、配当金の支払額372百万円および少数株主への配当金の支払額210百万円であり、主な増加要因は短

期借入金の借入368百万円（純額）および長期借入金の借入158百万円（純額）によるものです。  

  

  （単位：百万円）

  
連結見通し 個別見通し 

中間 年間 中間 年間

売上高  24,700  60,000  19,200  47,500

営業利益  △1,050  800  △1,100  300

経常利益  △1,150  600  △500  800

当期純利益  △1,400  100  △700  400



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

  （注）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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 各指標は、いずれも連結ベースでの財務数値により算出しております。また、株式時価総額は、期末株価終値

×期末発行済株式数により算出しております。 

 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。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

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主配当については安定的な配当の継続を基本とし、将来の事業展開に備えて内部留保を勘案しつつ、当

期の業績ならびに事業環境等を考慮して、配当金を決定しております。 

 今後ますます加速する技術革新に対応するため、内部留保資金は研究開発活動や設備投資等に充当することで、商

品力の強化と市場競争力のアップをはかり、株主各位のご期待に応えてまいります。 

(4）事業等のリスク 

① 光応用部門 

 当部門の液晶プロジェクター用ランプは、当社の主力商品であるＨＩＤランプに比べプロダクト・ライフサイク

ルが短いという特徴を持っております。従って、継続的な研究開発による性能・機能アップ、タイムリーな生産量

の調整能力が必要とされております。競争激化に伴う急速な価格下落、 終商品の市場動向によっては、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 新商品開発 

 当社グループが目指す光応用技術を駆使した環境ビジネスは、技術革新とコスト競争について厳しい要求があり

ます。当社グループは新技術、新商品開発、生産プロセスの改良など必要な研究開発等を行ってまいりますが、マ

ーケット環境、技術革新の変化が予測を超える状況が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

③ 知的財産 

 当社グループが保有する知的財産権が第三者から無効とされる可能性、特定の国または地域では保護されない可

能性、また、模倣される可能性を有しています。当社は、現在、フィリップス社とプロジェクター用ランプに関す

る特許について、米国、ドイツで係争中であります。すでに日本では当社の勝訴が確定（平成18年3月20日付け

高裁判決）しておりますが、米国訴訟については、平成21年１月30日（現地時間）、ニューヨーク南部地区連邦

地方裁判所で、当社製品が米国フィリップス社の米国特許を侵害しているとの判決が下され、総額約6,104万ドル

（判決前利息込み）の損害賠償が認定され、当社は上訴手続中であります。また、ドイツ訴訟については、当社が

提起したフィリップス社特許無効確認請求訴訟がドイツ連邦裁判所により同特許の有効性を維持する旨の判決が平

成21年5月5日（現地時間）に下されました。これによりフィリップス社がハンブルグ地方裁判所にて当社に提起

している損害賠償請求訴訟へ影響が出ることが予想されます。これらの裁判の進展状況やこれ以外の知的財産権が

大きく損なわれた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 海外での事業展開 

 当社グループは北米での販売力強化、アジアでの生産コスト削減など積極的な事業展開を図っております。アジ

アでは予測できない法規制・税制の変更などのほか、政治体制、組織的破壊活動等のリスクが内在しております。

これらの事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
第91期

18年３月期 
第92期

19年３月期 
第93期 

20年３月期 
第94期

21年３月期 

自己資本比率（％）  38.8  38.7  38.4  36.5

時価ベースの自己資本比率（％）  37.1  28.6  21.8  16.9

債務償還年数（年）  4.7  7.9  3.7  82.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 11.6  8.2  15.0  0.7



２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「光テクノロジーを通して豊かな社会と環境を創造する」を企業理念に、高効率ＨＩＤランプの普及によ

る省エネルギーの推進と紫外線応用分野、電子テクノロジー分野の光応用技術を駆使して、安全・安心の環境に貢献

する「光・環境カンパニー」を目指します。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、ＨＩＤを中心とした光の専業メーカー、光応用技術を駆使した環境ビジネスカンパニーを目標に事業構造

改革を推進し、照明・光応用部門においてバランスの取れた収益構造を確立すべく、資源の適性配分を目指します。

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、今後、これまでグループ全体が保有してきた経営資源（人、物、金）を見直し、照明事業、光応用事業の

二事業に集中して配分してまいります。その上で、中長期的に着実な成長をはかり高い収益性を確固たるものとする

ため、新しい体制への挑戦として、組織、規範、業務遂行手順の大幅な見直しをいたします。また、グループ経営の

効率化と収益性向上のため連結子会社の効率的再編を進めシナジー効果の 大化をはかります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社を取巻く環境は、公共事業の市場縮小ならびに世界同時不況のさなかの設備投資の低迷に加え、価格競争の激

化により、極めて厳しい状況が予想されます。こうした中当社は、これまでの事業内容を細かく見直し、高収益事業

に特化し、あわせてコスト競争力を強化し、高収益を目指してまいります。さらに、持続的成長のために、今後の収

益の柱となる新たな事業の芽の探求とその育成に注力いたします。 

 また、現状の経済環境の中でも利益をだせる体制作りのため、緊急の業績改善対策として、総経費削減、人員体制

の見直し、製造拠点の統廃合等、迅速に実施してまいります。 

・照明部門 

① HIDランプの供給拡大および屋外分野でのLED器具を大幅に拡大してまいります。 

② 光源・回路・光学設計技術のシステム化と高付加価値商品の開発に注力いたします。 

③ 官公需市場の維持と民間市場への商品の供給ならびに営業展開の強化をはかってまいります。 

・光応用部門 

① 営業チャンネルの拡大と営業力の強化をはかってまいります。 

② 新規市場の開拓とその拡大をはかってまいります。 

③ 研究開発体制の強化と萌芽テーマの事業化を進めてまいります。 

  

３．経営方針



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 13,187 11,023

受取手形及び売掛金 19,809 17,134

たな卸資産 11,724 －

商品及び製品 － 5,465

仕掛品 － 1,669

原材料及び貯蔵品 － 3,281

繰延税金資産 898 508

その他 1,257 1,393

貸倒引当金 △72 △134

流動資産合計 46,806 40,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,937 13,853

減価償却累計額 △9,219 △9,459

建物及び構築物（純額） ※2  4,717 ※2  4,394

機械装置及び運搬具 17,409 16,414

減価償却累計額 △14,168 △13,648

機械装置及び運搬具（純額） ※2  3,240 ※2  2,766

工具、器具及び備品 8,539 8,024

減価償却累計額 △7,653 △7,362

工具、器具及び備品（純額） 886 661

土地 ※2, ※3  12,216 ※2, ※3  12,190

リース資産 － 60

減価償却累計額 － △6

リース資産（純額） － 53

建設仮勘定 349 847

有形固定資産合計 21,410 20,915

無形固定資産   

ソフトウエア 615 634

その他 192 193

無形固定資産合計 807 827

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  3,843 ※1  2,895

長期貸付金 171 178

繰延税金資産 3,300 3,619

その他 768 702

貸倒引当金 △288 △291

投資その他の資産合計 7,794 7,104

固定資産合計 30,013 28,848

繰延資産   

開業費 3 0

繰延資産合計 3 0

資産合計 76,823 69,190



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,855 13,367

短期借入金 2,698 3,066

1年内返済予定の長期借入金 ※2  2,360 ※2  46

1年内償還予定の社債 － 3,900

未払法人税等 273 139

未払消費税等 89 94

賞与引当金 943 430

役員賞与引当金 47 5

クレーム処理引当金 68 －

その他 2,749 2,158

流動負債合計 25,085 23,208

固定負債   

社債 3,900 －

長期借入金 ※2  902 ※2  3,375

再評価に係る繰延税金負債 ※3  2,194 ※3  2,190

退職給付引当金 9,519 9,870

役員退職慰労引当金 260 246

その他 3,491 3,353

固定負債合計 20,268 19,036

負債合計 45,353 42,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,175 6,174

利益剰余金 12,196 9,417

自己株式 △934 △936

株主資本合計 26,077 23,296

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 609 292

土地再評価差額金 ※3  3,067 ※3  3,076

為替換算調整勘定 △228 △1,408

評価・換算差額等合計 3,449 1,960

少数株主持分 1,943 1,689

純資産合計 31,469 26,946

負債純資産合計 76,823 69,190



（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 71,746 64,203

売上原価 52,559 ※1  48,513

売上総利益 19,187 15,689

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,881 1,831

広告宣伝費 409 439

給料及び手当 5,830 5,677

役員報酬 513 474

従業員賞与 903 961

賞与引当金繰入額 480 214

減価償却費 320 333

地代家賃 732 727

退職給付費用 631 654

貸倒引当金繰入額 － 81

その他 4,795 4,509

販売費及び一般管理費合計 ※1  16,498 ※2  15,905

営業利益又は営業損失（△） 2,688 △215

営業外収益   

受取利息 96 50

受取配当金 82 79

受取賃貸料 3 4

持分法による投資利益 71 44

保険配当金 29 29

負ののれん償却額 184 184

その他 166 106

営業外収益合計 634 499

営業外費用   

支払利息 218 209

貸与資産減価償却費 9 8

退職給付会計基準変更時差異の処理額 312 313

たな卸資産廃棄損 199 －

為替差損 291 352

その他 44 50

営業外費用合計 1,076 934

経常利益又は経常損失（△） 2,247 △650



（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) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  2 ※3  3

貸倒引当金戻入額 21 －

投資有価証券売却益 2 6

移転補償金 37 －

クレーム処理引当金戻入益 － 64

その他 17 6

特別利益合計 81 80

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  100 ※4  115

投資有価証券評価損 183 168

貸倒引当金繰入額 0 2

たな卸資産廃棄損 ※4  238 ※5  196

訴訟関連損失 ※5  58 ※6  452

損害賠償金 － 292

事業再編損 40 －

クレーム処理費 ※6  145 －

クレーム処理引当金繰入額 110 －

その他 82 121

特別損失合計 960 1,350

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,368 △1,920

法人税、住民税及び事業税 703 285

法人税等調整額 △405 198

法人税等合計 297 484

少数株主利益又は少数株主損失（△） 35 △7

当期純利益又は当期純損失（△） 1,035 △2,397



（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 8,640 8,640

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,640 8,640

資本剰余金   

前期末残高 6,172 6,175

当期変動額   

自己株式の処分 2 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 0

当期変動額合計 2 △0

当期末残高 6,175 6,174

利益剰余金   

前期末残高 11,551 12,196

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 1,035 △2,397

土地再評価差額金の取崩 － △8

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △0

当期変動額合計 644 △2,778

当期末残高 12,196 9,417

自己株式   

前期末残高 △79 △934

当期変動額   

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 8 1

当期変動額合計 △855 △1

当期末残高 △934 △936

株主資本合計   

前期末残高 26,285 26,077

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 1,035 △2,397

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 － △8

当期変動額合計 △208 △2,780

当期末残高 26,077 23,296



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,147 609

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △537 △317

当期変動額合計 △537 △317

当期末残高 609 292

土地再評価差額金   

前期末残高 3,067 3,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8

当期変動額合計 － 8

当期末残高 3,067 3,076

為替換算調整勘定   

前期末残高 △271 △228

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43 △1,179

当期変動額合計 43 △1,179

当期末残高 △228 △1,408

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,943 3,449

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △1,488

当期変動額合計 △494 △1,488

当期末残高 3,449 1,960

少数株主持分   

前期末残高 2,345 1,943

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △401 △254

当期変動額合計 △401 △254

当期末残高 1,943 1,689

純資産合計   

前期末残高 32,573 31,469

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 1,035 △2,397

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 11 1

土地再評価差額金の取崩 － △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △896 △1,742

当期変動額合計 △1,104 △4,523

当期末残高 31,469 26,946



（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（△）

1,368 △1,920

減価償却費 1,992 2,050

負ののれん償却額 △184 △184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 403 350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △180 △13

クレーム処理引当金の増減額（△は減少） 68 △68

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 △512

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △104 76

受取利息及び受取配当金 △178 △130

支払利息 232 224

為替差損益（△は益） 143 △11

有形固定資産除売却損益（△は益） 98 111

持分法による投資損益（△は益） △71 △44

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △5

損害賠償損失 － 292

売上債権の増減額（△は増加） 1,187 2,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △563 1,022

仕入債務の増減額（△は減少） 346 △2,377

その他 △246 △371

小計 4,402 931

利息及び配当金の受取額 239 151

利息の支払額 △230 △227

損害賠償金の支払額 － △292

法人税等の支払額 △968 △401

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,443 160

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △11 △51

定期預金の払戻による収入 17 1

有形固定資産の取得による支出 △1,332 △1,697

有形固定資産の売却による収入 90 46

無形固定資産の取得による支出 △266 △241

投資有価証券の取得による支出 △219 △57

投資有価証券の売却による収入 20 9

貸付けによる支出 △171 △146

貸付金の回収による収入 180 142

その他の支出 △15 △15

その他の収入 272 71

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,434 △1,938



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 15,210 10,563

短期借入金の返済による支出 △14,843 △10,194

長期借入れによる収入 30 2,530

長期借入金の返済による支出 △295 △2,371

自己株式の売却による収入 16 1

自己株式の取得による支出 △864 △3

子会社の自己株式の取得による支出 △51 △11

配当金の支払額 △390 △372

少数株主への配当金の支払額 △141 △210

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,328 △77

現金及び現金同等物に係る換算差額 △146 △358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533 △2,214

現金及び現金同等物の期首残高 11,803 ※  12,336

現金及び現金同等物の期末残高 ※  12,336 ※  10,122



 該当事項はない。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数   29社 (1）連結子会社の数   29社 

 なお、前連結会計年度において連結子会社であった

岩崎情報機器㈱は、平成19年４月１日付けで当社と合

併したため連結の範囲から除いている。 

 また、イワサキ・アイ・ライティング・ヨーロッパ

Ｂ．Ｖ．は平成19年12月13日にアイ・ライティング・

ヨーロッパ・リミテッドへ営業譲渡を行ったため、イ

ワサキ・アイ・ライティング・ヨーロッパＢ．Ｖ．を

連結の範囲から除き、アイ・ライティング・ヨーロッ

パ・リミテッドを新たに連結の範囲に含めている。 

 また、㈱イーワイイー・エンジニアリングは平成20

年２月12日に清算され、テイトデンキ㈱は子会社であ

る㈱テイメックを平成19年11月１日付けで吸収合併し

た。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社であった

㈱関東イワサキは、平成20年４月１日付けで当社と合

併したため連結の範囲から除いている。 

 また、当連結会計年度より、イー・ワイ・イートレ

ーディング㈱は、子会社であるシャンハイ・イワサキ

デンキ・コーポレーション・リミテッドを新たに設立

したため、連結の範囲に含めている。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社    

────── 

 主要な非連結子会社    

────── 

（連結の範囲から除いた理由） 

────── 

 なお、岩崎産業機器㈱他１社は平成20年２月に清算

したため、非連結子会社に該当する会社はない。 

（連結の範囲から除いた理由） 

────── 

  

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社の数    ６社 (1）持分法適用の関連会社の数    ６社 

 主要な会社名  主要な会社名 

ＬＣＡホールディングズＰＴＹリミテッド 同左 

(2）持分法非適用の非連結子会社 (2）持分法非適用の非連結子会社 

 主要な会社名 

────── 

 主要な会社名 

────── 

（持分法を適用しない理由） 

 ──────  

 なお、岩崎産業機器㈱他１社は平成20年２月に清算

したため、非連結子会社に該当する会社はない。 

（持分法を適用しない理由） 

 ──────  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち在外子会社の決算日は12月31日であ

り、連結決算日との差異が３ヵ月を超えないため、仮決

算は行わず連結財務諸表を作成している。ただし、連結

決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整

を行っている。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの……連結決算日の市場価格等に 

        基づく時価法 

(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定) 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの……同左 

時価のないもの……移動平均法による原価法 時価のないもの……同左 



  

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) 

(ロ）たな卸資産 

総平均法に基づく原価法 

(ロ）たな卸資産 

 総平均法による原価法（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） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準９号 平成18

年７月５日）を適用している。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ562百万円増

加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産…定率法 

 ただし、国内会社の建物（建物

附属設備を除く）および在外子会

社は定額法。 

 なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

ている。 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、国内会社の建物（建物附属設備を

除く）および在外子会社は定額法。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、

主として、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の

法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況

等を検討した結果、当連結会計年度より、機

械装置の耐用年数を変更している。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ134百万円増

加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。 

無形固定資産…定額法 無形固定資産（リース資産を除く） 

 耐用年数については、主として

法人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっている。 

定額法 

 耐用年数については、主として法人税法に

規定する方法と同一の基準によっている。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっている。 

────── リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっている。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が、平成20年

３月31日以前の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

よっている。 



  

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) 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上している。 

(イ）貸倒引当金 

            同左 

(ロ）賞与引当金 

 従業員の賞与支出に備えるため、支給見込額基準

により計上している。 

 なお、在外子会社は設定していない。 

(ロ）賞与引当金 

            同左 

(ハ）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計

上している。  

(ハ）役員賞与引当金 

            同左 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。  

  なお、会計基準変更時差異(4,680百万円）につい

ては15年による均等額を費用処理している。 

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

  また、在外子会社は設定していない。 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。  

  なお、会計基準変更時差異(4,697百万円）につい

ては15年による均等額を費用処理している。 

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(15年)による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

  また、在外子会社は設定していない。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく

期末要支給額を計上している。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

同左 

(へ）クレーム処理引当金 

 「セラルクス」ランプの不具合による無料点検・

交換等に備えるため、当連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上している。 

(へ）クレーム処理引当金 

────── 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として計上して

いる。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び

費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

に含めている。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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

いる。 

────── 



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) 

(6）重要なヘッジ会計の方法  (5）重要なヘッジ会計の方法  

・繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

 為替変動リスクのヘッジについて振当て処理の要 

件を充たしている場合には振当て処理を、また、金利

変動リスクのヘッジについて金利スワップの特例処理

の要件を充たしている場合には特例処理を採用してい

る。 

・繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

・ヘッジ手段とヘッジ対象  

a．ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、原

材料輸入による外貨建買入債務及び

外貨建予定取引 

・ヘッジ手段とヘッジ対象  

a．ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

b．ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…変動金利建ての借入金利息 

b．ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

・ヘッジ方針 

 内規に基づき、為替変動リスク及び金利変動リス

クをヘッジしている。 

・ヘッジ方針 

同左 

(7）消費税等の会計処理方法 (6）消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用している。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行

っている。ただし、金額の僅少な負ののれんは、発生年

度に全額償却している。 

６．負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負

わない短期投資からなっている。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



  

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） 

 （有形固定資産の減価償却の方法） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、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

方法に変更している。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益がそれぞれ75百万円減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

している。 

 ────── 

──────  （リース取引に関する会計基準等の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっている。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、従来どおり賃貸借処理を継続する方法を適用

している。 

 これによる損益に与える影響は軽微である。 

──────  （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

る当面の取扱いの適用） 

 当連結会計年度より、「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」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用している。 

 これによる損益に与える影響はない。 



  

  

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） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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」として掲記されていたものは、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」に区分掲記している。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6,105百万円、1,900百

万円、3,718百万円である。 

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） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産について、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％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間に亘り均等償却し、減価償却費に含めて

計上している。 

 これにより営業利益が161百万円、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が163百万円それぞれ減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

している。 

────── 

（退職給付に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年５

月15日）を適用している。 

────── 



  

（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．関連会社に対する投資有価証券 ※１．関連会社に対する投資有価証券 

（株式） 888百万円 （株式） 589百万円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りである。 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りである。 

担保資産       

建物及び構築物 811 百万円( 683百万円)

機械装置及び運搬具 1,256   (1,256      )

土地 3,100   (2,579      )

合計 5,168   (4,519      )

担保付債務       

1年内返済予定の長期

借入金 
1,134  (1,000百万円)

長期借入金 16  (  －    )

合計 1,150  (1,000      )

担保資産       

建物及び構築物 751百万円( 682百万円)

機械装置及び運搬具 1,124  (1,124      )

土地  3,090  (2,579      )

合計  4,966  (4,386      )

担保付債務       

1年内返済予定の長期

借入金 
16  (  －    )

長期借入金 1,100  (1,000百万円)

合計  1,116  (1,000      )

    上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

   務を示している。 

    上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

   務を示している。 

※３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上している。 

※３．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上している。 

・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月 

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法によって算出した価額に、時点修正によ

る補正等合理的な調整を行って算出している。 

・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月 

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税

法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法によって算出した価額に、時点修正によ

る補正等合理的な調整を行って算出している。 

・再評価を行った年月日 平成12年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額     1,808百万円

・再評価を行った年月日 平成12年３月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額     1,394百万円



  

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） 

─────── ４．偶発債務 

当社は、米国フィリップス社とのプロジェクター用

ランプに関する米国特許裁判（提起日：平成15年１月

８日）において、平成21年１月30日（現地時間）、ニ

ューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、当社製品が米

国フィリップス社の米国特許を侵害しているとの判決

が下され、総額約6,104万ドル（判決前利息込み）の

損害賠償を認定された。なお、当社の顧客が当該米国

特許を侵害する製品を米国内で販売するにつき、当社

が当社の顧客に対して特許侵害に関する損失補償を与

えることにより同特許の侵害を積極的に誘引すること

を禁止する等の差止命令については、米国フィリップ

ス社との合意により無効となり、判決において差止命

令は出されなかった。 

当該判決に対し、当社は判決を不服として直ちに上

訴し、係争を継続するとともに、フィリップス社との

交渉を今後も継続する予定である。 

なお、当社は認定された賠償額（判決前利息込み）

に二審判決までの利息相当概算額を加えた約6,350万

ドル相当の銀行保証を得て、裁判所にボンドを差入れ

上訴手続を進めている。 

４．資金調達の機動性確保を図るため取引銀行７行とコ

ミットメントライン契約を締結している。 

 当連結会計年度末における借入未実行残高等は次の

とおりである。 

５．資金調達の機動性確保を図るため取引銀行６行とコ

ミットメントライン契約を締結している。 

 当連結会計年度末における借入未実行残高等は次の

とおりである。 

─────── 

融資枠設定金額 7,000百万円 

借入実行残高 1,400百万円 

差引借入未実行残高 5,600百万円 

 ６．財務制限条項 

(1) 当社が平成19年３月29日に締結したコミットメン

トライン契約には、各年度の決算期及び中間決算期

の末日における貸借対照表における純資産の金額を

連結で238億円以上、単体で151億円以上維持する、

という財務制限条項が付されている。 

(2) 当社が平成21年３月30日に締結したコミットメン

トライン契約には、各年度の第１四半期、第２四半

期、第３四半期及び決算期の末日における連結の貸

借対照表における純資産の部の金額を219億円以上に

維持すること、但し、外国の法令上、特許裁判に関

する和解が成立し、若しくは当社の敗訴判決が確定

したこと（外国の法令上これと同視しうべき場合も

含む。）、又は当該裁判のための支払に係る当社の

引当金計上のいずれかの事象が発生した場合には、

かかる純資産の部の金額を100億円以上に維持する

こと、という財務制限条項が付されている。 

融資枠設定金額 7,000百万円 

借入実行残高 1,500百万円 

差引借入未実行残高 5,500百万円 



  

（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．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ている。 

  562百万円 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

459百万円 453百万円 

※２．機械装置の売却益２百万円他である。 ※３．機械装置の売却益１百万円他である。 

※３．建物の売却損11百万円及び除却損18百万円、機械装

置の除却損37百万円、工具器具備品の除却損23百万円

他である。 

※４．建物の売却損13百万円、機械装置の売却損19百万円

及び除却損41百万円、工具器具備品の除却損22百万

円、土地の売却損９百万円他である。 

※４．たな卸資産廃棄損 

 電気用品安全法（ＰＳＥ法）により来期以後販売

できない製品主体の廃棄損である。 

※５．たな卸資産廃棄損 

 施設用蛍光灯器具の生産中止に伴う廃棄損で、製

品128百万円、材料50百万円、仕掛品18百万円であ

る。 

※５．知的財産権に関する弁護士費用等である。 ※６．         同左 

※６．クレーム処理費 

 「セラルクス」ランプの不具合による無料点検・

交換等に係る費用である。 

────── 



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） 

１．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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,687千株は取締役会決議に基づく取得によるもの3,669千株、単元未満株式の

買取りによるもの11千株及び持分割合変動によるもの６千株であり、減少42千株は単元未満株式の買増し請求に応

じたもの３千株及び売却によるもの38千株である。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  78,219  －  －  78,219

合計  78,219  －  －  78,219

自己株式         

普通株式（注）  354  3,687  42  3,999

合計  354  3,687  42  3,999

  
（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  390  5 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（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  372 利益剰余金  5 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） 

１．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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は単元未満株式の買取りによるものであり、減少６千株は単元未満株式

の買増し請求に応じたものである。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）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 

  該当事項はない。 

  

  

  
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  78,219  －  －  78,219

合計  78,219  －  －  78,219

自己株式         

普通株式（注）  3,999  18  6  4,011

合計  3,999  18  6  4,011

  
（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  372  5 平成20年３月31日 平成20年６月30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 

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） （平成21年３月31日現在） 

  

  （百万円）

現金及び預金勘定 13,187 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △851 

現金及び現金同等物 12,336 

  （百万円）

現金及び預金勘定 11,023 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △901 

現金及び現金同等物      10,122 



  

（リース取引関係）

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) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

している。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。 

(5) 減損損失について  

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略している。 

  工具器具備品 

取得価額相当額 1,395百万円 

減価償却累計額相当額 916百万円 

期末残高相当額 478百万円 

１年以内 171百万円 

１年超 307百万円 

合計 478百万円 

支払リース料 206百万円 

減価償却費相当額 206百万円 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

(ア）有形固定資産 

生産設備（機械装置） 

(イ）無形固定資産 

ソフトウエア 

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

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、その内容は次のとおりであ

る。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  工具器具備品 

取得価額相当額      1,024百万円 

減価償却累計額相当額  634百万円 

期末残高相当額  390百万円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内  166百万円 

１年超  223百万円 

合計  390百万円 

 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

している。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 182百万円 

減価償却費相当額  182百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。 

(5) 減損損失について  

 リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略している。 



１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について168百万円の減損処理を行っている。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、回復可能性等を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行っている。 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

種類 

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）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
            

株式  956  2,021  1,064  881  1,421  539

債券             

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

小計  956  2,021  1,064  881  1,421  539

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
            

株式  550  511  △39  513  465  △47

債券             

国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

社債  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

その他  －  －  －  －  －  －

小計  550  511  △39  513  465  △47

合計  1,507  2,533  1,025  1,395  1,887  492

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） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

 20  2  －  9  6  0

種類 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）

その他有価証券     

非上場株式 （百万円）  422  418

合計  422  418



１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

 デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

 デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。 

  

（デリバティブ取引関係）

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）取引の内容 (1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引であり、金利関連では金利スワップである。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針である。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用している。 

           同左 

   ・ヘッジ手段とヘッジ対象 

     a．ヘッジ手段…為替予約   

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、 

原材料輸入による外貨建買入債務及

び外貨建予定取引 

   ・ヘッジ手段とヘッジ対象 

     a．ヘッジ手段…同左   

ヘッジ対象…同左 

   b．ヘッジ手段…金利スワップ 

    ヘッジ対象…変動金利建ての借入金利息 

   b．ヘッジ手段…同左 

    ヘッジ対象…同左 

  ・ヘッジ方針 

内規に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスク

をヘッジしている。 

  ・ヘッジ方針 

         同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引については為替相場の変動によるリスク

を、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有している。なお、デリバティブ取引の契約先はいずれ

も信用度の高い銀行であるため、相手の契約不履行によ

るリスクは、ほとんどないと認識している。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁責任者の承認を得て行っている。 

同左 



１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内主要連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設

けており、一部の国内連結子会社は中小企業退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している。 

 また、当社は上記に加え、総合設立型の厚生年金基金制度を採用している。 

２．退職給付債務に関する事項 

 なお、連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

３．退職給付費用に関する事項 

 なお、連結子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しているため、連結子会社の退職給付費用は勤

務費用に含めている。 

 また、複数事業主制度による企業年金に係わる掛金拠出額が、前連結会計年度で707百万円、当連結会計年度で

736百万円ある。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
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）退職給付債務（百万円）  △15,930  △15,821

(2）年金資産（百万円）  2,562  2,205

(3）未積立退職給付債務 (1)+(2)（百万円）  △13,368  △13,615

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  2,192  1,879

(5）未認識数理計算上の差異（百万円）  1,656  1,865

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)(百万円)  △9,519  △9,870

(7）退職給付引当金（百万円）  △9,519  △9,870

  
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）勤務費用（百万円）  900  831

(2）利息費用（百万円）  283  281

(3）期待運用収益（百万円）  △71  △55

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  162  178

(5）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）  312  313

(6）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)（百万円）  1,586  1,549

(7）退職給付制度終了益（百万円）  △4  －

(8）合計(6)＋(7)（百万円）  1,581  1,549

  
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2）割引率（％）  1.9  1.9

(3）期待運用収益率（％）  2.7  2.3

(4）数理計算上の差異の処理年数（年）  15  15

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15



 ５．要支給額を退職給付費用としている複数事業主制度に関する事項 

 (1)制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

 (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成20年３月31日現在）  3.98% 

 (3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高21,928百万円である。本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却である。 

  

     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） 

      該当事項はない。 

     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） 

      該当事項はない。 

  

税効果会計に関する注記は、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してい

る。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） 

年金資産の額 343,789 百万円  299,283 百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 315,981 百万円  327,524 百万円 

差引額  27,808 百万円  △28,241 百万円 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）



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） 

 （注）１．事業区分の方法    製品の種類別区分による。 

２．各事業区分の主要製品  照明部門………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱灯、

その他一般照明 

光応用部門……情報機器（道路情報装置、ＩＴ、電子部品等）、特殊用途用光

源・器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療

他）、電子線照射装置（改質、滅菌他） 

その他部門……電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,113百万円）の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（15,406百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産である。 

５．会計方針の変更 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 「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」（有形固定資産の減価償却の方法）に記載の

とおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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いる。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べ、「照明部門」の営業費用は57百万円、「光応用部門」の営業費用は

17百万円、「その他部門」の営業費用は０百万円、「消去又は全社」の営業費用は０百万円それぞれ増加

し、各部門の営業利益がそれぞれ同額減少している。 

 また、（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間に亘り均等償却する方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ、「照明部門」の営業費用は127百万円、「光応用部門」の営業費用は31百万円、「その他部門」

の営業費用は０百万円、「消去又は全社」の営業費用は２百万円それぞれ増加し、各部門の営業利益がそれ

ぞれ同額減少している。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
照明部門 
（百万円） 

光応用部門
（百万円） 

その他部門
（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 
 41,524  29,415  806  71,746  －  71,746

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  41,524  29,415  806  71,746  －  71,746

営業費用  39,415  26,551  976  66,943  2,113  69,057

営業利益（△は営業損

失） 
 2,108  2,864  △170  4,802  △2,113  2,688

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
            

資産  31,572  28,986  858  61,416  15,406  76,823

減価償却費  1,431  517  6  1,954  38  1,992

資本的支出  1,184  388  3  1,575  23  1,599



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） 

 （注）１．事業区分の方法    製品の種類別区分による。 

２．各事業区分の主要製品  照明部門………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱灯、

その他一般照明 

光応用部門……情報機器（道路情報装置、ＩＴ、電子部品等）、特殊用途用光

源・器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療

他）、電子線照射装置（改質、滅菌他） 

その他部門……電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,009百万円）の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（14,033百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産である。 

５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)（ロ）に記載のとおり、当連結会計年度よ

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）を適用している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が「照明部門」で441百万円、「光応用部門」で121

百万円それぞれ減少している。 

６．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、当連結会計年度より、機

械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が「照明部

門」で79百万円、「光応用部門」で55百万円それぞれ減少している。 

  

  
照明部門 
（百万円） 

光応用部門
（百万円） 

その他部門
（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 
 37,094  26,222  886  64,203  －  64,203

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  37,094  26,222  886  64,203  －  64,203

営業費用  36,544  24,991  874  62,409  2,009  64,418

営業利益（△は営業損

失） 
 550  1,231  12  1,793  △2,009  △215

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
            

資産  28,843  25,440  873  55,157  14,033  69,190

減価償却費  1,263  741  1  2,006  44  2,050

資本的支出  1,378  502  0  1,881  57  1,938



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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ 

(2）アジア………………中国、シンガポール 

(3）ヨーロッパ…………イギリス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,113百万円）の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（15,406百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産である。 

５．会計方針の変更 

   （有形固定資産の減価償却の方法） 

 「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」（有形固定資産の減価償却の方法）に記載の

とおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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いる。また、（追

加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間に亘り均等償却する方法に変更している。これらの変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べ、「日本」の営業費用は234百万円、「消去又は全社」の営業費用は２百万円それぞれ増加し、各所在地

の営業利益がそれぞれ同額減少している。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
ヨーロッパ 

（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  64,506 5,543 1,539 156  71,746  － 71,746

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 926 229 55 －  1,211  △1,211 －

計  65,432 5,773 1,595 156  72,957  △1,211 71,746

営業費用  61,500 5,009 1,372 174  68,056  1,001 69,057

営業利益（△は営業損失）  3,932 764 222 △17  4,901  △2,212 2,688

Ⅱ 資産  55,351 4,312 1,908 299  61,871  14,952 76,823



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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ 

(2）アジア………………中国、シンガポール 

(3）ヨーロッパ…………イギリス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,009百万円）の主なものは、提出会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（14,033百万円）の主なものは、提出会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産である。 

５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)（ロ）に記載のとおり、当連結会計年度よ

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）を適用している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業利益が562百万円減少している。 

６．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、当連結会計年度より、機

械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業利益

が134百万円減少している。  

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
ヨーロッパ 

（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  59,082 4,257 769 93  64,203  － 64,203

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 877 19 317 －  1,213  △1,213 －

計  59,959 4,277 1,087 93  65,417  △1,213 64,203

営業費用  58,474 3,918 1,042 94  63,529  889 64,418

営業利益（△は営業損失）  1,484 358 45 △0  1,887  △2,103 △215

Ⅱ 資産  50,764 3,223 1,473 97  55,558  13,632 69,190



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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ 

(2）アジア………………中国、シンガポール、台湾、韓国 

(3）ヨーロッパ…………イギリス 

(4）その他の地域………オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ 

(2）アジア………………中国、シンガポール、台湾、韓国 

(3）ヨーロッパ…………イギリス 

(4）その他の地域………オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

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） 

該当事項はない。 

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） 

 開示すべき重要事項はない。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

している。  

  

ｃ．海外売上高

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,754  7,860  529  497  14,642

Ⅱ 連結売上高（百万円）          71,746

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 8.0  11.0  0.7  0.7  20.4

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,476  8,931  451  493  14,353

Ⅱ 連結売上高（百万円）          64,203

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 7.0  13.9  0.7  0.8  22.4

（関連当事者との取引）

（関連当事者情報）



 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） 

 （連結子会社岩崎情報機器株式会社との合併）  

 １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

ならびに取引の目的を含む取引の概要 

   (1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

      岩崎電気㈱   各種光源および照明器具の製造、販売ならびに設置工事他 

      岩崎情報機器㈱ 電気通信機械器具装置および部品ならびに付属品の製造販売ならびに設置工事他 

   (2) 企業結合の法的形式 

       吸収合併（岩崎電気㈱を存続会社、岩崎情報機器㈱を消滅会社とする） 

   (3) 結合後企業の名称 

        岩崎電気㈱ 

    (4) 取引の目的を含む取引の概要 

      ①合併の目的 

       グループ各社の経営資源の有効活用をはかると共に、事業効率を改善しグループの企業価値を高め

るために同社を吸収合併することとした。 

      ②合併の期日 平成19年４月１日       

 ２．実施した会計処理の概要       

 本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基

づき、共通支配下の取引の会計処理に該当する。 

 ３．子会社株式の追加取得に関する事項       

 岩崎電気㈱が岩崎情報機器㈱を吸収合併するに際し、同社を完全子会社とするため、同社は自己株式を

少数株主から９百万円で取得した。この結果、負ののれん491百万円が発生している。 

 なお、負ののれんは５年間で均等償却している。 

 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） 

  該当事項はない。 

（企業結合等関係）



 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  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） 

  該当事項はない。 

  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） 

  該当事項はない。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 397.82円 

１株当たり当期純利益金額 13.61円 

１株当たり純資産額 340.35円 

１株当たり当期純損失金額 32.30円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。 

  前連結会計年度 当連結会計年度

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 1,035  △2,397

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利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 1,035  △2,397

期中平均株式数（株）  76,042,772  74,214,201

（重要な後発事象）



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 5,932 5,256

受取手形 1,532 1,212

売掛金 14,948 12,405

商品 2,243 －

製品 1,259 －

商品及び製品 － 2,859

原材料 1,871 －

仕掛品 1,014 784

貯蔵品 194 －

原材料及び貯蔵品 － 1,884

前渡金 279 206

前払費用 229 278

短期貸付金 42 215

繰延税金資産 468 310

未収入金 556 744

その他 1 1

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 30,573 26,156

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,526 9,606

減価償却累計額 △6,394 △6,559

建物（純額） 3,131 3,046

構築物 737 735

減価償却累計額 △627 △635

構築物（純額） 110 100

機械及び装置 12,026 11,278

減価償却累計額 △10,033 △9,510

機械及び装置（純額） 1,992 1,767

車両運搬具 111 108

減価償却累計額 △99 △98

車両運搬具（純額） 11 10

工具、器具及び備品 6,047 5,491

減価償却累計額 △5,419 △5,033

工具、器具及び備品（純額） 628 458

土地 11,702 11,676

建設仮勘定 311 767

有形固定資産合計 17,888 17,827

無形固定資産   

特許権 1 －

ソフトウエア 599 621

施設利用権 2 1

電話加入権 46 46

その他 － 21

無形固定資産合計 649 691



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,840 2,243

関係会社株式 3,139 2,991

出資金 91 82

関係会社出資金 779 779

従業員に対する長期貸付金 16 11

関係会社長期貸付金 10 －

長期前払費用 32 24

敷金及び保証金 420 393

破産更生債権等 2 9

繰延税金資産 2,921 3,231

貸倒引当金 △62 △63

投資その他の資産合計 10,192 9,703

固定資産合計 28,730 28,222

資産合計 59,304 54,378

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,154 5,780

買掛金 7,953 6,170

短期借入金 1,400 1,880

1年内償還予定の社債 － 3,900

1年内返済予定の長期借入金 2,300 －

未払金 1,115 902

未払法人税等 17 96

未払消費税等 26 39

未払費用 152 103

前受金 281 100

預り金 131 132

賞与引当金 679 293

役員賞与引当金 30 －

クレーム処理引当金 68 －

流動負債合計 20,310 19,399

固定負債   

社債 3,900 －

長期借入金 700 3,230

再評価に係る繰延税金負債 2,194 2,190

リース債務 － 22

退職給付引当金 8,585 8,837

役員退職慰労引当金 226 223

関係会社事業損失引当金 19 26

長期預り保証金 2,659 2,594

その他 341 269

固定負債合計 18,626 17,393

負債合計 38,937 36,792



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金   

資本準備金 6,085 6,085

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 6,086 6,085

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 172 172

繰越利益剰余金 2,701 219

利益剰余金合計 2,873 391

自己株式 △903 △904

株主資本合計 16,696 14,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 603 295

土地再評価差額金 3,067 3,076

評価・換算差額等合計 3,670 3,371

純資産合計 20,367 17,585

負債純資産合計 59,304 54,378



（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 29,532 50,207

商品売上高 26,117 －

売上高合計 55,649 50,207

売上原価   

製品期首たな卸高 1,320 3,503

当期製品製造原価 21,723 20,306

当期製品仕入高 － 18,927

製品期末たな卸高 1,259 2,674

製品売上原価 21,784 40,061

商品期首たな卸高 2,422 －

当期商品仕入高 21,400 －

商品期末たな卸高 2,243 －

商品売上原価 21,579 －

売上原価合計 43,363 40,061

売上総利益 12,286 10,145

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,618 1,596

広告宣伝費 334 339

役員報酬 256 247

給料及び手当 3,664 3,589

従業員賞与 585 644

賞与引当金繰入額 354 158

福利厚生費 804 829

退職給付費用 497 520

貸倒引当金繰入額 － 9

地代家賃 462 473

賃借料 274 239

減価償却費 249 260

支払手数料 238 237

事務用品費 89 87

交際費 58 47

車両費 217 220

旅費及び交通費 221 200

通信費 146 136

研究費 75 72

租税公課 149 141

業務委託費 522 525

その他 576 561

販売費及び一般管理費合計 11,397 11,141

営業利益又は営業損失（△） 888 △995



（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) 

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 581 599

受取賃貸料 57 56

保険配当金 26 25

負ののれん償却額 94 100

その他 146 114

営業外収益合計 916 907

営業外費用   

支払利息 136 133

社債利息 48 48

貸与資産減価償却費 9 8

退職給付会計基準変更時差異の処理額 308 308

たな卸資産廃棄損 93 －

為替差損 255 160

その他 16 19

営業外費用合計 868 679

経常利益又は経常損失（△） 936 △767

特別利益   

固定資産売却益 1 1

貸倒引当金戻入額 22 －

抱合せ株式消滅差益 355 －

クレーム処理引当金戻入益 － 64

その他 7 11

特別利益合計 386 77

特別損失   

固定資産除売却損 72 113

投資有価証券評価損 173 134

たな卸資産廃棄損 238 196

訴訟関連損失 58 452

クレーム処理費 145 －

クレーム処理引当金繰入額 110 －

損害賠償金 － 292

その他 43 98

特別損失合計 842 1,289

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 481 △1,980

法人税、住民税及び事業税 70 69

法人税等調整額 △212 49

法人税等合計 △142 119

当期純利益又は当期純損失（△） 623 △2,100



（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 8,640 8,640

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,640 8,640

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,085 6,085

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,085 6,085

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 6,086 6,086

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 6,086 6,085

利益剰余金   

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 172 172

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 172 172

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,468 2,701

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 623 △2,100

土地再評価差額金の取崩 － △8

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △0

当期変動額合計 232 △2,481

当期末残高 2,701 219



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,640 2,873

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 623 △2,100

土地再評価差額金の取崩 － △8

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △0

当期変動額合計 232 △2,481

当期末残高 2,873 391

自己株式   

前期末残高 △40 △903

当期変動額   

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △862 △1

当期末残高 △903 △904

株主資本合計   

前期末残高 17,327 16,696

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 623 △2,100

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 1 1

土地再評価差額金の取崩 － △8

当期変動額合計 △630 △2,483

当期末残高 16,696 14,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,098 603

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △495 △307

当期変動額合計 △495 △307

当期末残高 603 295

土地再評価差額金   

前期末残高 3,067 3,067

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8

当期変動額合計 － 8

当期末残高 3,067 3,076

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,166 3,670

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △495 △298

当期変動額合計 △495 △298

当期末残高 3,670 3,371



（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) 

純資産合計   

前期末残高 21,493 20,367

当期変動額   

剰余金の配当 △390 △372

当期純利益又は当期純損失（△） 623 △2,100

自己株式の取得 △864 △3

自己株式の処分 1 1

土地再評価差額金の取崩 － △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △495 △298

当期変動額合計 △1,125 △2,782

当期末残高 20,367 17,585



（役員の異動） 

 決定次第開示いたします。 

  

  

６．その他
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