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

22年3月期第3四半期 5,297 △17.5 △161 ― △132 ― △149 ―
21年3月期第3四半期 6,423 ― 252 ― 212 ― 121 ―

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3四半期 △25.10 ―
21年3月期第3四半期 20.31 ―

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3四半期 8,469 3,865 44.0 625.00
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3四半期  3,726百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
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 8,300 △1.5 90 △78.0 130 △63.2 10 △94.6 1.67



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）  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。 

(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」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 ＤＮライティング株式会社 ） 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 5,962,000株 21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、昨年来の世界的な景気後退に一部下げ止まりの動きが見られ

るものの、企業収益や雇用・所得環境の改善には至らず、設備投資の抑制や個人消費の低迷が続き、また、急激な

円高の進行やデフレ懸念等により、依然として先行きが不透明な状況で推移しております。 

このような環境の下、店舗照明部門におきましては、百貨店等の業績の悪化による店舗の統廃合や設備投資の抑

制による改装計画の見直しが影響し、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、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による物件数の減少が影響し、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影響し、受注の減少に至りました。 

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3,403百万円（前年同期比

15.0％減）、建築化照明部門にあっては1,591百万円（同21.9％減）、紫外線部門にあっては302百万円（同21.1％

減）となり、総じては5,297百万円（同17.5％減）となりました。 

損益面では、第２四半期に設立した販売合弁会社において、営業所の統合による販売網の一元化を図り、家賃・

運送費等の経費削減の取り組みを行ってまいりましたが、売上高の減少による売上総利益の減少が大きく影響し、

営業損失は161百万円（前年同期は営業利益252百万円）、経常損失は132百万円（前年同期は経常利益212百万円）

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113百万円（前年同期は税金等調

整前四半期純利益213百万円）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149百万円（前年同

期は四半期純利益121百万円）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は8,469百万円となり、前連結会計年度末に比べ763百万円増加いたしまし

た。流動資産は4,999百万円となり、687百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が505百万円、受取手

形及び売掛金が69百万円、商品及び製品が76百万円それぞれ増加したことによるものです。固定資産は3,470百万円

となり、75百万円増加いたしました。固定資産増加の内訳は、有形固定資産が2,588百万円となり、147百万円減少

いたしました。これは主に、機械装置及び運搬具が125百万円減少したことによるものです。無形固定資産が531百

万円となり、253百万円増加いたしました。これは主に、のれんが185百万円、リース資産が62百万円それぞれ増加

したことによるものです。投資その他の資産が49百万円となり、30百万円減少いたしました。  

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は4,603百万円となり、前連結会計年度末と比べ882百万円増加いたしま

した。流動負債は3,804百万円となり、956百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が139百万

円、短期借入金が875百万円それぞれ増加し、１年以内返済予定の長期借入金が78百万円減少したことによるもので

す。固定負債は799百万円となり、73百万円減少いたしました。これは主に、リース債務が76百万円、環境対策引当

金が17百万円それぞれ増加し、長期借入金が80百万円、退職給付引当金が84百万円それぞれ減少したことによるも

のです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は3,865百万円となり、前連結会計年度末と比べ119百万円減少いたし

ました。これは主に、少数株主持分が139百万円増加し、利益剰余金が254百万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1,157百万円となり、前連結会計年度末と比較して490

百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は156百万円の支出（前年同期は332百万円の収入）となりました。主な

プラス要因は、減価償却費296百万円、仕入債務の増加額139百万円等であり、主なマイナス要因は、税金等調整前

四半期純損失113百万円、売上債権の増加額69百万円、退職給付引当金の減少額61百万円、法人税等の支払額50百万

円、たな卸資産の増加額35百万円、利息の支払額20百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は93百万円の支出（前年同期比63.1％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71百万円、定期預金の預入による支出15百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は739百万円の収入（前年同期は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875百万円、連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入160百万円であ

り、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出159百万円、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３四半期連結会計期間において、個人消費の低迷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ました。 

このような市場環境に対応するため、営業効率の改善を目的として、第２四半期に設立した販売合弁会社のＤＮ

ライティング株式会社を平成21年10月１日に営業開始いたしました。 

同社の営業開始に伴い発生したシステム投資等の初期費用が大幅に増加したことにより、当第３四半期において

赤字計上も余儀なくされましたが、それらの初期経費も一段落していること、また、マーケット規模の縮小傾向に

は歯止めがかかりつつあり、受注量は年度前半と比較して回復基調にあります。更には当社グループ全体で人件費

等を含め経費削減に取り組み、通期連結業績予想を達成すべく邁進する所存であり、平成21年11月９日に公表いた

しました連結業績予想の数値から変更ありません。  

  

当社は、平成21年７月23日の当社取締役会決議に基づき、当社の親会社である大日本塗料株式会社が67％の株

式を所有するダイア蛍光株式会社との共同出資で、平成21年８月14日付で販売合弁会社であるＤＮライティング

株式会社を設立したため、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。  

  

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。 

  

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四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ありません。 

  

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３四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３四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３四半期連結会計期間に含まれる「原材料」、「貯蔵品」は、それぞれ387,231千円、50,070千円で

あります。 

  

３．追加情報 

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）を第２四半期連結会計期間において適

用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間における損益に与えている影響額は、特別利益と

して93,968千円計上しております。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,209,355 703,974

受取手形及び売掛金 1,793,744 1,724,185

商品及び製品 1,244,866 1,168,115

仕掛品 81,637 103,343

原材料及び貯蔵品 437,301 457,115

繰延税金資産 40,424 87,292

その他 195,528 71,509

貸倒引当金 △3,568 △4,040

流動資産合計 4,999,290 4,311,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,039,917 1,059,712

機械装置及び運搬具（純額） 613,160 738,766

工具、器具及び備品（純額） 147,189 182,404

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 50,890 17,288

有形固定資産合計 2,588,880 2,735,893

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 151,768 89,592

のれん 185,476 －

その他 17,485 11,349

無形固定資産合計 531,730 277,942

投資その他の資産   

投資有価証券 38,930 40,982

繰延税金資産 265,807 258,149

その他 61,311 93,522

貸倒引当金 △16,568 △12,185

投資その他の資産合計 349,480 380,469

固定資産合計 3,470,091 3,394,304

資産合計 8,469,381 7,705,798



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,165,280 1,025,885

短期借入金 1,795,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 130,583 209,228

リース債務 51,601 25,812

未払法人税等 6,454 2,658

その他 655,925 665,216

流動負債合計 3,804,846 2,848,801

固定負債   

長期借入金 － 80,586

リース債務 164,470 87,490

退職給付引当金 542,327 626,859

役員退職慰労引当金 74,468 77,213

環境対策引当金 17,779 －

固定負債合計 799,045 872,149

負債合計 4,603,891 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 2,790,619 3,044,631

株主資本合計 3,726,969 3,980,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △689 3,865

評価・換算差額等合計 △689 3,865

少数株主持分 139,209 －

純資産合計 3,865,489 3,984,847

負債純資産合計 8,469,381 7,705,798



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,423,278 5,297,350

売上原価 3,824,424 3,252,627

売上総利益 2,598,854 2,044,722

販売費及び一般管理費 2,346,111 2,205,852

営業利益又は営業損失（△） 252,742 △161,129

営業外収益   

受取利息 142 56

受取配当金 396 242

生命保険配当金 3,185 2,625

助成金収入 － 49,028

補助金収入 － 12,500

退職金早期支給割引料 － 16,669

負ののれん償却額 15,304 －

その他 6,758 9,418

営業外収益合計 25,786 90,542

営業外費用   

支払利息 20,740 20,443

売上割引 38,586 30,495

開業費 － 5,565

その他 6,256 5,766

営業外費用合計 65,583 62,271

経常利益又は経常損失（△） 212,945 △132,858

特別利益   

貸倒引当金戻入額 601 3,772

退職給付制度改定益 － 93,968

特別利益合計 601 97,740

特別損失   

固定資産除却損 2 514

減損損失 － 7,703

投資有価証券評価損 － 15

営業所閉鎖損失 － 51,968

環境対策引当金繰入額 － 17,779

特別損失合計 2 77,980

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

213,544 △113,099

法人税、住民税及び事業税 61,822 15,120

法人税等調整額 30,595 42,247

法人税等合計 92,418 57,367

少数株主損失（△） － △20,790

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121,126 △149,676



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,171,763 2,056,345

売上原価 1,286,182 1,232,357

売上総利益 885,581 823,988

販売費及び一般管理費 766,925 858,742

営業利益又は営業損失（△） 118,655 △34,754

営業外収益   

受取利息 10 5

受取配当金 137 26

助成金収入 － 40,340

負ののれん償却額 3,211 －

物品売却益 1,180 335

その他 214 3,984

営業外収益合計 4,753 44,691

営業外費用   

支払利息 6,826 7,284

売上割引 13,985 11,916

その他 1,928 △121

営業外費用合計 22,740 19,079

経常利益又は経常損失（△） 100,668 △9,143

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,035

特別利益合計 － 3,035

特別損失   

固定資産除却損 2 30

営業所閉鎖損失 － 9,823

特別損失合計 2 9,853

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

100,666 △15,961

法人税、住民税及び事業税 △16,839 12,943

法人税等調整額 68,347 74,551

法人税等合計 51,508 87,495

少数株主損失（△） － △17,910

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,158 △85,545



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

213,544 △113,099

減価償却費 272,431 296,426

のれん償却額 － 9,761

負ののれん償却額 △15,304 －

減損損失 － 7,703

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,537 3,910

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,584 △61,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,932 △2,745

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,000 －

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 17,779

受取利息及び受取配当金 △3,723 △2,925

支払利息 20,740 20,443

有形固定資産除却損 2 514

売上債権の増減額（△は増加） 157,520 △69,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,173 △35,232

仕入債務の増減額（△は減少） 19,713 139,394

その他 69,340 △299,042

小計 560,036 △88,133

利息及び配当金の受取額 3,723 2,925

利息の支払額 △20,730 △20,715

法人税等の支払額 △210,779 △50,449

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,250 △156,372

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 － △15,000

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 △5,556

有形固定資産の取得による支出 △261,573 △71,646

有形固定資産の売却による収入 － 580

無形固定資産の取得による支出 － △1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,252 △93,199

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） 300,000 875,000

長期借入金の返済による支出 △188,311 △159,231

配当金の支払額 △104,335 △104,335

リース債務の返済による支出 － △31,481

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による
収入

－ 160,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,354 739,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,352 490,380

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 789,917 1,157,425



 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21年４月１日 至 平成21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、該当ありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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、該当ありません。 

  

  

前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

  

 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
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