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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,517 △17.5 △113 ― △115 ― △91 ―
21年3月期第1四半期 1,839 ― △38 ― △48 ― △28 ―

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

22年3月期第1四半期 △15.42 ―
21年3月期第1四半期 △4.81 ―

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

22年3月期第1四半期 7,357 3,786 51.5 635.14
21年3月期 7,705 3,984 51.7 668.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,786百万円 21年3月期  3,984百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 17.50 17.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 17.50 17.50

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

3,300 △22.4 50 △62.7 20 △82.2 70 △2.7 11.74

通期 8,800 4.4 450 9.9 390 10.5 274 49.2 45.95



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 
 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、４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。 

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） 22年3月期第1四半期 5,962,000株 21年3月期  5,962,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,962,000株 21年3月期第1四半期 5,962,000株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的な金融危機を背景とした不況の影響により、企

業収益の悪化、それに伴う設備投資の抑制、更には雇用情勢の悪化から個人消費の低迷が続いており、厳しい環境

で推移いたしました。 

このような環境の下、店舗照明部門におきましては、顧客の要望に応えるよう、積極的な営業活動を行ってまい

りましたが、第１四半期が改装工事の端境期にあたることや景気低迷による消費者の購買意欲の減退が百貨店等の

業績に影響を与えており、百貨店等における新規出店計画・改装計画の見直しや中止等、設備投資を抑制する動き

が全国規模で見られ受注の減少に至りました。また、建築化照明部門におきましては、建設業界の低迷もあり、地

域開発プロジェクトや商業施設等の建設計画の見直しや中止が見られたことにより受注が減少いたしました。紫外

線部門においても、企業収益の悪化による設備投資の抑制が見られ受注の減少につながりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、店舗照明部門にあっては980百万円（前年同期比15.9％

減）、建築化照明部門にあっては440百万円（同19.0％減）、紫外線部門にあっては96百万円（同25.6％減）とな

り、総じては1,517百万円（同17.5％減）となりました。 

損益面では、経費削減の取り組みにより、販売管理費は前年同期に比べ減少いたしましたが、売上高の減少に伴

う影響が大きく、営業損失は113百万円（前年同期は営業損失38百万円）、経常損失は115百万円（前年同期は経常

損失48百万円）となりました。これに特別利益と特別損失を加減した税金等調整前四半期純損失は112百万円（前年

同期は税金等調整前四半期純損失47百万円）となり、法人税等及び法人税等調整額を加減した四半期純損失は91百

万円（前年同期は四半期純損失28百万円）となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は7,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ348百万円減少いたしました。流動資産

は4,005百万円となり、306百万円減少いたしました。これは主に、商品及び製品が67百万円、原材料及び貯蔵品が

52百万円それぞれ増加し、現金及び預金が132百万円、受取手形及び売掛金が288百万円それぞれ減少したことによ

るものです。固定資産は3,352百万円となり、41百万円減少いたしました。これは主に、無形固定資産のリース資産

が21百万円増加し、有形固定資産の建物及び構築物が21百万円、機械装置及び運搬具が38百万円それぞれ減少した

ことによるものです。  

当第１四半期末の負債合計は3,571百万円となり、前連結会計年度末と比べ149百万円減少いたしました。流動負

債は2,732百万円となり、116百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が135百万円増加し、支払手形及び

買掛金が198百万円減少したことによるものです。固定負債は838百万円となり、33百万円減少いたしました。これ

は主に、リース債務が19百万円増加し、長期借入金が49百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期末の純資産合計は3,786百万円となり、前連結会計年度末と比べ198百万円減少いたしました。これ

は主に、利益剰余金が196百万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１四半期連結会計期間末における現金同等物の残高は534百万円となり、前連結会計年度末と比較して132百

万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は90百万円の支出（前年同期比53.3％減）となりました。主なプラス要

因は、売上債権の減少額288百万円、減価償却費97百万円、法人税等の還付額15百万円等であり、主なマイナス要因

は税金等調整前四半期純損失112百万円、仕入債務の減少額198百万円、たな卸資産の増加額100百万円等でありま

す。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11百万円の支出（前年同期比85.7％減）となりました。主な要因は、

有形固定資産の取得による支出９百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は29百万円の支出（前年同期は44百万円の収入）となりました。プラス

要因は、短期借入金の純増減額135百万円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出53百万円、配

当金の支払額104百万円等であります。  

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は季節的な変動があります。   

当第１四半期連結会計期間において、景気低迷による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、

百貨店等の設備投資の抑制が全国規模で見られており、また、建設業界の低迷による地域開発プロジェクトや商業

施設等の建設計画の見直しや中止等も当社グループの業績に影響を与えております。 

当社では市場環境の悪化による業績への影響に対する改善策として、平成21年７月23日に公表のとおり、当社の

親会社が67％の株式を所有するダイア蛍光株式会社との共同出資による販売合弁会社であるＤＮライティング株式

会社を設立し、両社の重複した取り扱い製品・販売網の集約化を行い、両社の保有する販売リソースの効率的な再

配分を図り、販売活動を強化することにいたしました。 

また、販売部門の統合により、当社及びダイア蛍光株式会社は製品の開発、製造を行い、販売合弁会社（連結子

会社）には物流及び販売機能を集約させることにより両社の協力関係を構築し、双方の顧客へ更なる付加価値を提

供するとともに、両社の一層の企業価値の向上を図ってまいります。 

なお、当社は、従来、適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年７月１日に加入員部分を廃止し、既年

金受給権者については閉鎖型適格退職年金制度へ移行し、この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。  

これにより、当連結会計年度において特別利益として109百万円を計上する見込みであり、本日別途開示の「平成

22年３月期第２四半期累計期間及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり業績予

想の修正を行います。 

  

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  

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな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。  

また、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のものについてのみ、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。  

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．表示方法の変更 

「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）の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」、「貯蔵品」として掲記

されていたものは、当第１四半期連結会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。な

お、当第１四半期連結会計期間に含まれる「原材料」、「貯蔵品」は、それぞれ455,997千円、53,238千円で

あります。 

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 571,684 703,974

受取手形及び売掛金 1,435,717 1,724,185

商品及び製品 1,235,537 1,168,115

仕掛品 84,281 103,343

原材料及び貯蔵品 509,236 457,115

繰延税金資産 112,004 87,292

その他 57,488 71,509

貸倒引当金 △904 △4,040

流動資産合計 4,005,046 4,311,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,038,611 1,059,712

機械装置及び運搬具（純額） 700,159 738,766

工具、器具及び備品（純額） 180,111 182,404

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 19,975 17,288

有形固定資産合計 2,676,579 2,735,893

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 110,665 89,592

その他 10,849 11,349

無形固定資産合計 298,515 277,942

投資その他の資産   

投資有価証券 39,684 40,982

繰延税金資産 257,283 258,149

その他 95,414 93,522

貸倒引当金 △14,789 △12,185

投資その他の資産合計 377,592 380,469

固定資産合計 3,352,687 3,394,304

資産合計 7,357,734 7,705,798



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 827,798 1,025,885

短期借入金 1,055,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 205,838 209,228

リース債務 32,235 25,812

未払法人税等 2,926 2,658

その他 608,923 665,216

流動負債合計 2,732,722 2,848,801

固定負債   

長期借入金 30,589 80,586

リース債務 106,524 87,490

退職給付引当金 635,892 626,859

役員退職慰労引当金 65,298 77,213

固定負債合計 838,303 872,149

負債合計 3,571,026 3,720,951

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 2,848,345 3,044,631

株主資本合計 3,784,695 3,980,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,011 3,865

評価・換算差額等合計 2,011 3,865

純資産合計 3,786,707 3,984,847

負債純資産合計 7,357,734 7,705,798



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,839,451 1,517,543

売上原価 1,083,821 934,580

売上総利益 755,629 582,963

販売費及び一般管理費 794,611 696,859

営業損失（△） △38,981 △113,896

営業外収益   

受取利息 13 16

受取配当金 148 93

生命保険配当金 3,181 2,625

補助金収入 － 12,500

負ののれん償却額 6,046 －

その他 3,074 1,746

営業外収益合計 12,463 16,983

営業外費用   

支払利息 6,915 6,304

売上割引 13,260 10,111

その他 1,515 1,784

営業外費用合計 21,692 18,200

経常損失（△） △48,209 △115,113

特別利益   

貸倒引当金戻入額 944 3,136

特別利益合計 944 3,136

特別損失   

固定資産除却損 － 480

特別損失合計 － 480

税金等調整前四半期純損失（△） △47,265 △112,457

法人税、住民税及び事業税 61 2,104

法人税等調整額 △18,612 △22,610

法人税等合計 △18,550 △20,506

四半期純損失（△） △28,714 △91,951



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △47,265 △112,457

減価償却費 91,202 97,068

負ののれん償却額 △6,046 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,845 △532

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238 9,032

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,217 4,785

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,525 －

受取利息及び受取配当金 △3,343 △2,736

支払利息 6,915 6,304

売上債権の増減額（△は増加） 136,762 288,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,033 △100,481

仕入債務の増減額（△は減少） △148,265 △198,087

その他 88,411 △95,477

小計 △127,002 △104,114

利息及び配当金の受取額 3,343 2,736

利息の支払額 △7,081 △5,345

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △63,780 15,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,520 △90,773

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,932 △1,791

有形固定資産の取得による支出 △78,566 △9,759

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,498 △11,551

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） 210,000 135,000

長期借入金の返済による支出 △61,247 △53,387

リース債務の返済による支出 － △7,244

配当金の支払額 △104,335 △104,335

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,418 △29,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,601 △132,290

現金及び現金同等物の期首残高 702,564 667,044

現金及び現金同等物の四半期末残高 471,963 534,753



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当連結グループは照明器具関連製品の製造販売会社として、同一セグメントに属する蛍光ランプ及び照明器具

等の製造を行っており、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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当連結グループは照明器具関連製品の製造販売会社として、同一セグメントに属する蛍光ランプ及び照明器具

等の製造を行っており、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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当ありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当ありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

（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



１ 合弁会社（連結子会社）の設立並びに当該合弁会社への事業譲渡及び当該合弁会社における事業譲受け 

当社は、平成21年７月23日開催の取締役会において、当社の親会社が67％の株式を所有するダイア蛍光株式会

社との共同出資による販売合弁会社であるＤＮライティング株式会社を設立（平成21年８月14日設立予定。出資

比率は当社が60％ 、ダイア蛍光株式会社が40％で当社の連結子会社となります。）し、当該合弁会社に当社の販

売部門を譲渡すること及びダイア蛍光株式会社の販売部門を当該合弁会社が譲受けることを決議いたしました。 

（１）重要な子会社等の設立 

①設立の目的 

当社及びダイア蛍光株式会社の取り扱い製品・販売網は重複しており、両社が販売活動において販売合弁

会社を設立することにより様々なシナジー効果の発現が見込め、両社の販売部門の集約化を行い、これによ

り両社の保有する販売リソースの効率的な再配分を図り、販売活動を強化するためであります。 

②設立する会社の概要 

ア．会社の名称    ＤＮライティング株式会社 

イ．事業内容     各種照明器具及びその附属品の販売 

ウ．設立日      平成21年８月14日（予定） 

エ．事業開始日    平成21年10月１日（予定） 

オ．代表者      取締役社長 上原 健二 

カ．資本金の額    ４億円（資本関係：当社60％、ダイア蛍光40％） 

キ．発行済株式総数  8,000株 

ク．取得する株式の数 4,800株 

ケ．取得価額     ２億４千万円  

コ．事業年度の末日  ３月31日（年1回） 

  

（２）重要な事業の譲渡 

①事業の譲渡の理由 

 当社及びダイア蛍光株式会社の協力関係の下で、重複する両社の製品や販売網を統合し、主に販売活動に

おけるシナジー効果を追求するためであります。 

②事業の譲渡の相手会社 

ＤＮライティング株式会社 

③事業の譲渡の内容 

各種照明器具及びその附属品の販売部門 

④譲渡価額  

譲渡価額は、平成21年９月30日現在の譲渡資産（売掛金）の帳簿価額を基準とし、売掛金の約４割相当額

である譲渡資産にのれん金額264百万円（見込額）を加味した価額を予定しております。 

⑤譲渡契約日 

平成21年８月14日（予定）  

⑥事業譲渡日 

平成21年10月１日（予定） 

６．その他の情報



（３）重要な事業の譲受け 

①事業の譲受けの理由 

 当社及びダイア蛍光株式会社の協力関係の下で、重複する両社の製品や販売網を統合し、主に販売活動に

おけるシナジー効果を追求するためであります。 

②事業の譲受け先 

ＤＮライティング株式会社 

③事業の譲受けの内容 

各種照明器具及びその附帯品の販売部門 

④譲受け価額  

譲渡価額は、平成21年９月30日現在の譲受け資産（売掛金）の帳簿価額を基準とし、売掛金の約４割相当

額である譲受け資産にのれん金額205百万円（見込額）を加味した価額を予定しております。 

⑤相手会社の概要 

ア．商号       ダイア蛍光株式会社 

イ．主な事業内容   各種照明器具及びその附帯品の製造販売 

ウ．設立年月日    昭和35年２月９日 

エ．本店所在地    神奈川県秦野市曽屋840－１ 

オ．代表者      取締役社長 倉持 一郎 

カ．資本金の額    9,000万円 

キ．大株主構成及び持ち株比率 大日本塗料株式会社 67％、山下昌宏 33％ 

ク．当社との資本関係 大日本塗料株式会社を親会社とする兄弟会社となります。 

ケ．当社との取引関係 当社連結子会社のニッポ電工株式会社から電子安定器を購入し、当社に対して

は、蛍光ランプを販売しております。 

コ．当社との人的関係 当社の執行役員２名が社外取締役として就任しております。 

⑥譲受け契約日 

平成21年８月14日（予定）  

⑦事業譲受け日 

平成21年10月１日（予定）  

２ 適格退職年金制度の廃止 

当社は、従来、適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年７月１日に加入員部分を廃止し、既年金

受給権者については閉鎖型適格退職年金制度へ移行いたしました。 

この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用する予定であります。  

これにより、当連結会計年度において特別利益として109百万円計上する見込みであります。 
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