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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 7,703 △8.6 9 △97.7 31 △90.9 △84 ―
21年3月期 8,428 △11.8 409 △54.1 352 △57.8 183 △59.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 △14.15 ― △2.2 0.4 0.1
21年3月期 30.80 ― 4.6 4.4 4.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 8,503 3,956 44.6 636.31
21年3月期 7,705 3,984 51.7 668.37

（参考） 自己資本   22年3月期  3,793百万円 21年3月期  3,984百万円

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

22年3月期 △517 △305 1,057 900
21年3月期 524 △192 △368 667

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― ― 17.50 104 56.8 2.6
22年3月期 ― 0.00 ― ― 15.00 89 ― 2.3
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― 15.00 116.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

4,200 29.5 40 ― 70 ― 35 ― 5.87

通期 8,500 10.3 190 ― 140 338.2 80 ― 13.41



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、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、18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」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、25ページ「１株当たり情報」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 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  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 6,656 △21.0 △3 ― 7 △97.9 146 △31.8
21年3月期 8,428 △11.8 432 △48.2 386 △49.9 214 △49.0

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

22年3月期 24.52 ―
21年3月期 35.95 ―

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 7,685 3,809 49.6 638.96
21年3月期 7,312 3,770 51.6 632.35

（参考） 自己資本 22年3月期  3,809百万円 21年3月期  3,770百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提として
おります。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果と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
たっての注意事項については、３ページ「（１）経営成績」をご覧ください。 

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

3,200 △1.3 30 ― 20 ― 10 ― 1.67

通期 6,500 △2.4 80 ― 50 531.6 30 △79.5 5.03



(1）経営成績 

 【平成22年３月期の概況】 

当連結会計年度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たもの

の、企業収益や雇用・所得環境の改善には至らず、企業収益の低迷による設備投資の抑制や雇用調整等を背景と

した不安感から個人消費の低迷が続き、また、円高やデフレ懸念等による企業収益の圧迫も加わり、依然として

先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主要顧客である百貨店を中心とした流通業界におきましては、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店内改装計画の見直しや中止の動きが見られ、当社グループの収益を圧迫い

たしました。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や

中止による建設物件の減少が影響し、当社グループへの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いたしました。 

このような 近の当社グループを取り巻く著しい経営環境の変化に対処するため、当社では、当社の親会社で

ある大日本塗料株式会社が67％の株式を保有するダイア蛍光株式会社とＤＮライティング株式会社（連結子会

社）を設立、両社の販売網の統合による運送費の削減や重複する営業所の統合による家賃支出の削減、ダイア蛍

光株式会社が外部から購入していた製品をニッポ電工株式会社（連結子会社）への発注に変更することにより、

コスト削減を図ってまいりました。  

この結果、当連結会計年度における売上高は、ＤＮライティング株式会社の設立により合弁先企業の売上が加

算されたにもかかわらず、顧客の設備投資の抑制による市場の縮小に伴う出店・改装物件、建設物件の減少に加

え、当社のＬＥＤ照明と新規参入メーカーとの競合が激化し、苦戦を強いられたこともあり、店舗照明部門にあ

っては、4,855百万円（前年同期比7.3％減）にとどまり、建築化照明部門にあっては、2,473百万円（同8.9％

減）となり、紫外線部門にあっては、食品関連分野では堅調に推移したものの、水殺菌分野ではメンテナンス需

要が減少したことにより374百万円（同21.1％減）と低調に推移し、総じては7,703百万円（同8.6％減）となりま

した。 

損益面では、第３四半期初頭のＤＮライティング株式会社の設立による家賃・運送費等の経費削減の効果があ

り、第３四半期以降は黒字転換いたしましたが、売上高の減少による年間を通しての売上総利益の減少から、第

１、２四半期の経常損失124百万円をカバーは出来たものの、営業利益は９百万円（同97.7％減）、経常利益は31

百万円（同90.9％減）にとどまりました。これに特別利益98百万円と特別損失76百万円を加減した税金等調整前

当期純利益は53百万円（同85.1％減）となり、法人税等及び繰延税金資産取り崩し等による法人税等調整額を加

減した当期損益は84百万円の損失（前年同期は当期純利益183百万円）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く流通業界におきましては、個人消費の低迷が百貨店等

の業績に影響を与え、その結果、設備投資規模を縮小化することが予想されますが、前年度に比べ東京・大阪地

区に新店・改装物件が見られます。 

このような状況の下、当社のＬＥＤ製品を更に付加価値の高いものに改良し、並行して、従来型の照明器具に

ついても、一層の省電力化を図り、環境対応型の製品ラインアップを充実させてまいります。また、販売網統合

によるシナジー効果を更に追求することにより、経費削減に努めてまいります。 

また、生産部門においても内製化を推進し、外部流出コストの削減に努め、生産体制の効率化を図り、厳しい

経営環境に対応してまいります。  

 その結果、現時点での通期連結業績見通しは、売上高8,500百万円（当連結会計年度比10.3％増）、営業利益

188百万円（当連結会計年度は営業利益９百万円）、経常利益140百万円（当連結会計年度は経常利益31百万

円）、当期純利益77百万円（当連結会計年度は当期純損失84百万円）を見込んでおります。 

  

１．経営成績



(2）財政状態 

 【平成22年３月期の概況】 

①連結貸借対照表 

   (流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ809百万円増加い

たしました。前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が248百万円、受取手形及び売掛金が574百万円それぞれ増

加したことが主な要因となっております。現金及び預金の増加は、新たに設立したＤＮライティング株式会社を

連結子会社に含めたことによるものです。受取手形及び売掛金の増加は、ＤＮライティング株式会社が合弁先企

業から事業権を譲受けたことにより、売上が上がったことによるものです。 

  （固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,382百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円減少いた

しました。これは主に有形固定資産が前連結会計年度末に比べ224百万円減少し、無形固定資産が238百万円増加

したことによるものです。有形固定資産では、建物及び構築物で41百万円、機械装置及び運搬具で167百万円、工

具、器具及び備品で45百万円それぞれ減少したことが主な要因となっております。有形固定資産の減少理由は、

ＤＮライティング株式会社設立に伴い、営業所の統合を行ったことにより、廃止した営業所が所有していた有形

固定資産を除却したことによるものです。無形固定資産の増加は、ＤＮライティング株式会社設立に伴い、のれ

んが発生したことと、ＩＴシステムの統合によりリース資産が増加したことによるものです。 

   （流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ928百万円増加い

たしました。前連結会計年度末に比べ、短期借入金が1,255百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が128百

万円減少したことが主な要因となっております。短期借入金の増加は、ＤＮライティング株式会社の設立にあた

り、初期費用や運転資金に充てるため増加したことによるものです。１年内返済予定の長期借入金の減少は、来

期の第２四半期中に完済する予定によるものです。 

   （固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、769百万円となり、前連結会計年度末に比べ102百万円減少いた

しました。主な要因は、リース債務が63百万円、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105百万円それぞれ減少したことによるものです。リース債務の増加は、リース資産の取

得が増加したことによるものです。環境対策引当金の増加は、法令に基づくＰＣＢ処理費用にあてるため引当計

上したことによるものです。長期借入金の減少は、1年内返済予定の長期借入金に振り替わったことによるもので

す。退職給付引当金の減少は、適格退職年金制度改定に伴っての減少です。 

  

②当連結会計年度のキャッシュ・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（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が前連結

会計年度末に比べ303百万円減少したことや売上債権の増加額、無形固定資産の取得による支出、短期借入金の純

増減額、仕入債務の減少額等により、前連結会計年度末に比べ233百万円増加し、当連結会計年度末には900百万

円（前年同期比35.0％増）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は517百万円（前年同期は524百万円の獲得）となりました。これは、主に退職給

付引当金の減少額162百万円（同263.3％増）、売上債権の増加額574百万円（前年同期は減少額369百万円）、法

人税等の支払額50百万円（同74.4％減）等によるものですが、税金等調整前当期純利益53百万円（前年同期比

85.1％減）、減価償却費393百万円（同8.4％増）等によりその一部が相殺されています。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は305百万円（同59.1％増）となりました。これは、主に有形固定資産の取得によ

る支出115百万円（同64.6％減）、無形固定資産取得による支出210百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は1,057百万円（前年同期は368百万円の使用）となりました。これは、主に短期

借入金の純増減額1,255百万円、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、長期借入金の

返済による支出209百万円（前年同期比16.2％減）、配当金の支払額104百万円等によるものです。  



当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

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おります。 

（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おります。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（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お

ります。 

（注５）平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業活

動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

  

(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、企業体質の強化、財務内容の健全性維持に努めると共に、業績に応じた配当を可能な限り実施することを

基本方針としております。 

  平成22年３月期におきましては、個別決算においては黒字になったものの、連結決算において当期純損失を計上す

るに至ったことを踏まえ、期末配当として１株当たり15.00円とさせていただくことにいたしました。今後とも収益

力と財務体質の改善強化に努め、株主各位への安定的かつ漸増的な配当を目指してまいりたいと考えております。 

 また、内部留保資金につきましては、研究開発の基盤整備、生産の効率化、財務体質の強化等に有効に活用してま

いりたいと考えております。 

 なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当ができる旨を定款で定めております。 

  

(4）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業の展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。 

 また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事業上のリスク要因となる事項、また、当社の事業内容を理解する上で重要と考えられる事項につい

ては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識して事業活動を行っておりますが、当社株式に関する投資判断は、本

項記載事項及びそれ以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであります。 

   

①法的規制等について 

Ａ．環境規制に係るリスクについて 

 電機業界に課される法的規制は環境・安全・品質保証等広範囲にわたっております。 

 これらの規制は新たに制定されることもあり、また、従前の規制より厳しいものに変更されることもありま

す。 

 これらの規制の新規制定、変更に伴い、当社の事業展開が制約を受けることや、規制を遵守するために追加

費用が発生することが予想されますが、その様な場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

Ｂ．電気工事に係る規制について 

 当社グループは建設業許可を受け、電気工事業者として登録し、主として当社製品である蛍光ランプ及び照

明器具について、商業施設の棚下照明の取り付け工事を受注しております。 

 これら電気工事業務は建設業法並びに電気工事業の業務の適正化に関する法律の規制を受けているため、当

該許可及び登録の更新がなされない場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

     

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％）  46.8  51.7  44.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 36.8  21.0  23.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 5.1  3.0  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 10.9  18.7  －



②品質不良等の発生によるリスクについて 

 当社グループは安定器ではＩＳＯ9001（品質）、蛍光ランプではＩＳＯ14001（環境）と品質管理システムの採

用により品質保証を 優先課題として製造しておりますが、様々な技術上、あるいはそれ以外の要因により不良品

が発生し、クレームとなる場合があります。 

 大規模なクレームや製造物責任を問われる事態が発生した場合は、これらの補償、対策が製造原価の上昇とな

り、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

③生産拠点の集中について 

 当社グループの生産拠点は蛍光ランプ類は神奈川県平塚市に、安定器・照明器具類は秋田県潟上市にあります。

 生産活動面では効率的に運営してまいりましたが、今後、自然災害等の外的要因により生産活動を停止せざるを

えないケースでは、代替する生産拠点を有しておりませんので、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

     

④事業競合によるリスク 

 当社グループの主力商品である店舗用棚下照明の市場は商業施設の棚下照明のメンテナンス需要、新設・改装需

要から成り立っておりますが、競合メーカーは少数であります。 

 それゆえ、市場の各メーカー商品のシェア獲得は価格・商品開発において競争が厳しく、顧客の要求する品質の

商品開発や販売政策の展開が不可欠であります。この商品戦略において優位なポジションに付けない場合があり得

ます。 

 また、現在の競合他社より大きな資本力・商品力を持つ企業や、コスト面で優位なメーカーの参入があった場

合、当社は従来の顧客との取引を維持できなくなり、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑤エンドユーザーの投資動向による業績への影響について 

 当社製品のエンドユーザーはデパート、スーパーマーケット、ブランドショップ等店舗及びオフィスビル等の建

築・店装関係であり、当社の業績はこれらエンドユーザーの出店・改装・増床等の投資動向に影響を受ける可能性

があります。 

 また、店舗関係では季節の変わり目の前に改装・増床工事が集中するため、当社では上期は８月・９月に、下期

は２月・３月に売上高が多額に計上される傾向があります。 

 平成21年３月期における当該月の通期売上高に占める比率は、８月8.7％、９月12.3％、２月8.1％、３月9.9％

となっております。 

 平成22年３月期における当該月の通期売上高に占める比率は、８月7.9％、９月7.9％、２月11.2％、３月12.9％

となっております。 

 この結果、経常利益を四半期別に区分した場合、下表のとおり第２四半期及び第４四半期の経常利益の通期経 

常利益に占める比率が高くなっております。 

    

平成21年３月期四半期別売上高及び経常利益 

（注） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

   

平成22年３月期四半期別売上高及び経常利益 

（注１） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

（注２） 経常利益の構成比については、第１四半期から第３四半期において経常利益がマイナスのため記載してお

りません。  

   

区 分 
売上高 

（千円） 

経常利益 

（千円） 

構成比 

（％） 
区 分 

売上高 

（千円） 

経常利益 

（千円） 

構成比 

（％） 

上   期  4,251,515  112,276  31.8 下   期  4,176,754  240,606  68.2

第１四半期  1,839,451  △48,209  △13.7 第３四半期  2,171,763  100,668  28.5

第２四半期  2,412,063  160,486  45.5 第４四半期  2,004,990  139,937  39.7

 － 通   期  8,428,269  352,883  100.0

区 分 
売上高 

（千円） 

経常利益 

（千円） 

構成比 

（％） 
区 分 

売上高 

（千円） 

経常利益 

（千円） 

構成比 

（％） 

上   期  3,241,004  △123,715  － 下   期  4,462,149  155,667  －

第１四半期  1,517,543  △115,113  － 第３四半期  2,056,345  △9,143  －

第２四半期  1,723,461  △8,601  － 第４四半期  2,405,804  164,810  －

 － 通   期  7,703,154  31,951  100.0



⑥有利子負債依存度について 

 当社グループの長期・短期借入金期末残高及び当該残高の総資産に占める割合は下記のとおりであります。 

 平成22年３月期の有利子負債依存度の増加は、販売合弁会社（連結子会社）設立により、初期経費や運転資金を

賄うために短期借入を実行したことによるものですが、今後、設備投資により借入金が増加した場合に急速かつ大

幅な金利変動があれば、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

連結決算期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

 Ａ．総資産額（千円）  8,369,743  7,705,798  8,503,553

Ｂ．有利子負債期末残高（千円）  1,640,908  1,592,061  2,802,229

（うち受取手形割引高）（千円）  －  200,032  296,369

有利子負債依存度（Ｂ／Ａ） ％ 19.6 ％ 20.7 ％ 33.0



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、親会社（大日本塗料株式会社）、当社（ニッポ電機株式会社）、

子会社４社で構成されており、親会社（大日本塗料株式会社）は塗料事業を主たる業務とし、当社グループは蛍光

ランプ、紫外線殺菌ランプ、安定器、照明器具の製造・販売を主たる業務としております。 

なお、当社と同一の親会社をもつ会社にダイア蛍光株式会社があり、当社と同社は同一の市場で事業を営んでお

ります。当社は同社との間で販売合弁会社設立に関する契約を締結しており、同社の販売部門の事業を当社の連結

子会社（ＤＮライティング株式会社）が譲受けております。また、連結子会社（ＤＮライティング株式会社）の株

式を40％所有しております。  

 当社企業集団の事業内容及び当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（店舗照明部門） 

 商業施設等で使用される空間照明、棚下照明及び建築物の演出照明の分野を中心に当社、子会社のニッポ電工株

式会社及び東京ニッポサービス株式会社で蛍光ランプ、安定器、照明器具を製造しております。当社が子会社の製

品を購入し、ＤＮライティング株式会社へ製品を販売、ＤＮライティング株式会社が顧客へ製品を販売し、電気工

事も請負っております。 

また、子会社のニッポエンジニアリング株式会社に電気工事の一部を委託しております。なお、平成21年10月１

以降活動を休止しており、平成22年５月31日に清算決了する予定であります。 

ダイヤ蛍光株式会社では、当社の子会社のニッポ電工株式会社から安定器を仕入れ、照明器具化して当社へ販売

しております。 

（建築化照明部門） 

 建築物の一部分に組み込まれる間接照明の分野を中心に、当社で蛍光ランプ、子会社のニッポ電工株式会社で安

定器、照明器具を製造しております。当社が子会社の製品を購入し、ＤＮライティング株式会社へ製品を販売、Ｄ

Ｎライティング株式会社が顧客へ製品を販売し、電気工事も請負っております。 

また、子会社のニッポエンジニアリング株式会社に電気工事の一部を委託しております。なお、平成21年10月１

以降活動を休止しており、平成22年５月31日に清算決了する予定であります。 

ダイヤ蛍光株式会社では、当社の子会社のニッポ電工株式会社から安定器を仕入れ、照明器具化して当社へ販売

しております。 

（紫外線部門） 

 半導体製造工場、食品関連工場、病院、研究所等を中心に、洗浄水殺菌、製品の表面殺菌、空気殺菌を目的とし

た紫外線殺菌ランプを当社で製造し、ＤＮライティング株式会社へ製品を販売、ＤＮライティング株式会社が顧客

へ販売しております。 

（輸出部門） 

 当社及び子会社のニッポ電工株式会社で蛍光ランプ、安定器、照明器具を製造しております。ＤＮライティング

株式会社へ製品を販売、ＤＮライティング株式会社が海外取引先のMitsubishi International PolymerTrade 

Corporationへ製品を販売しております。 

  

２．企業集団の状況



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「顧客第一主義」を重視し、スリムランプのパイオニアとして蛍光ランプとその関連器具の製造

に取り組んでまいりました。 

 顧客が要望する店舗・環境作りに寄与する光を創り続けており、商品を照らす光、間接照明、連続的な光など光源

の多様性に力を注ぎ、同時に綿密なコミュニケーションとフットワークでさまざまなオーダーにも対応できるサービ

スシステムを築いてまいりました。 

 今後とも顧客サービスの向上を追求しながら、顧客のニーズに沿った照明器具のラインアップの充実に努め、社会

的責任を果たしながら収益力を高め事業の拡大に取り組んでまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループの重視する経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。具体的な目標数値として売上高

100億円、売上高経常利益率10％を中・長期的な目標として事業展開を行ってまいりましたが、平成22年３月期にお

いては、双方とも達成するには至らず、引続き売上高100億円、売上高経常利益率10％を具体的な目標数値として掲

げ、事業展開を行ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 売上高100億円、売上高経常利益率10％を達成するため当社グループは、安定的需要の確保としての中心戦略に引

続き店舗用照明部門をおき、当社のＬＥＤ照明器具を更に付加価値の高いものに改良を行って店舗用棚下照明器具と

して展開し、また、ここ数年の当社グループ発展のけん引役となった建築化照明部門においても、ＬＥＤの照明器具

化を進め、競合する照明器具メーカーのＬＥＤ照明器具の商品に対抗してまいります。 

  また、建築化照明部門に続く新しい事業の育成として、以下の３点を中心に展開してまいります。 

①シームレスラインランプの応用分野の拡大 

 建築化照明としてのシームレスラインランプにつきましては、ユーザーからの要望により開発した屋外形（防

雨形）照明器具「イーブズ」及びシームレスラインランプのデザイン性を生かしたインテリア照明器具「トラフ

ィット」の拡販に注力してまいります。 

②新光源への対応   

  省エネ照明の主役になりつつあるＬＥＤ照明の開発・改良を迅速に行い、当社グループ内にＬＥＤ推進部を発

足させ、販売活動を行ってまいります。 

③海外事業 

 米国での事業展開においては、廉価な海外部品を採用し、コストの削減を図ることでマーケットの再開拓を行

い、また、米国以外のマーケットを視野に入れた海外戦略の再構築を行ってまいります。 

  

３．経営方針



(4）会社の対処すべき課題 

今後の見通しといたしましては、当社グループを取り巻く流通業界におきましては、個人消費の低迷に伴う百貨店

等の業績悪化による流通業界の再編、店舗の統廃合、新規出店の減少、店内改装計画の見直しや中止などの設備投資

の厳しい状況が予想され、また、建設業界の低迷による地域開発プロジェクトや専門店等の商業施設の出店計画の遅

延、見直し・中止等、引き続き厳しい環境にあることが見込まれます。 

このような状況の下、当社グループといたしましては、店舗照明部門においては、付加価値の高いＬＥＤ照明器具

を提供することにより競合メーカーに対抗し、また、用途別営業展開を更に強化し、商業施設の指名獲得に注力して

まいります。 

建築化照明部門においては、店舗照明部門と同様にＬＥＤ照明器具の市場への投入を図り、また、ユーザーの要望

で開発した屋外型（防雨型）器具及び直接照明器具の戦略的拡販活動を進めてまいります。 

紫外線部門においては、殺菌ランプの商品力・応用力の強化を図り、技術サービス一体の積極的な営業展開を行っ

てまいります。 

生産部門においては、内製化の促進を更に推進し、外部流出コストの削減に努め、効率的な生産体制を構築するこ

とにより、厳しい経営環境に対応してまいります。 

海外事業においては、廉価な海外部品の採用によりコストの削減に努め、米国マーケットの再開拓を図り、また、

米国以外のマーケットへの拡販を視野に入れ、海外戦略の再構築を進めてまいります。 

また、コンプライアンス体制につきましては、当社の「企業行動規範」に則り、当社グループの全ての役職員の法

令遵守を徹底し、内部統制の強化を図ってまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」において、記載されたとおりであります。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 703,974 952,592

受取手形及び売掛金 1,724,185 2,298,724

商品及び製品 1,168,115 1,206,293

仕掛品 103,343 86,220

原材料及び貯蔵品 457,115 418,504

繰延税金資産 87,292 57,822

その他 71,509 109,147

貸倒引当金 △4,040 △8,146

流動資産合計 4,311,494 5,121,160

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,216,884 2,258,141

減価償却累計額 △1,157,172 △1,240,274

建物及び構築物（純額） 1,059,712 1,017,867

機械装置及び運搬具 2,451,091 2,439,448

減価償却累計額 △1,712,325 △1,868,361

機械装置及び運搬具（純額） 738,766 571,087

工具、器具及び備品 964,351 987,091

減価償却累計額 △781,946 △850,485

工具、器具及び備品（純額） 182,404 136,606

土地 737,721 737,721

リース資産 18,781 60,032

減価償却累計額 △1,493 △12,245

リース資産（純額） 17,288 47,786

有形固定資産合計 2,735,893 2,511,069

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 89,592 142,317

のれん － 175,714

その他 11,349 21,760

無形固定資産合計 277,942 516,792

投資その他の資産   

投資有価証券 40,982 44,345

前払年金費用 － 57,782

繰延税金資産 258,149 214,226

その他 93,522 53,675

貸倒引当金 △12,185 △15,498

投資その他の資産合計 380,469 354,530

固定資産合計 3,394,304 3,382,393

資産合計 7,705,798 8,503,553



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,025,885 1,023,677

短期借入金 920,000 2,175,000

1年内返済予定の長期借入金 209,228 80,586

リース債務 25,812 51,985

未払法人税等 2,658 49,822

その他 665,216 396,601

流動負債合計 2,848,801 3,777,673

固定負債   

長期借入金 80,586 －

リース債務 87,490 151,184

退職給付引当金 626,859 521,685

役員退職慰労引当金 77,213 79,053

環境対策引当金 － 17,779

固定負債合計 872,149 769,702

負債合計 3,720,951 4,547,376

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 3,044,631 2,855,897

株主資本合計 3,980,981 3,792,247

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,865 1,450

評価・換算差額等合計 3,865 1,450

少数株主持分 － 162,478

純資産合計 3,984,847 3,956,176

負債純資産合計 7,705,798 8,503,553



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,428,269 7,703,154

売上原価 4,987,002 4,725,874

売上総利益 3,441,266 2,977,280

販売費及び一般管理費 3,031,934 2,967,846

営業利益 409,332 9,434

営業外収益   

受取利息 345 188

受取配当金 430 286

生命保険配当金 4,147 3,468

助成金収入 － 60,602

補助金収入 － 12,500

退職金早期支給割引料 － 17,721

負ののれん償却額 15,304 －

物品売却益 3,228 2,060

その他 5,593 7,752

営業外収益合計 29,050 104,580

営業外費用   

支払利息 28,730 27,652

売上割引 47,978 42,347

開業費 － 5,565

その他 8,790 6,497

営業外費用合計 85,499 82,062

経常利益 352,883 31,951

特別利益   

補助金収入 127,593 －

貸倒引当金戻入額 1,018 4,040

役員賞与引当金戻入額 1,900 －

退職給付制度改定益 － 93,968

特別利益合計 130,511 98,008

特別損失   

固定資産除却損 1,126 514

固定資産圧縮損 124,444 －

投資有価証券評価損 1,476 15

減損損失 － 7,703

営業所閉鎖損失 － 50,746

環境対策引当金繰入額 － 17,779

特別損失合計 127,048 76,759

税金等調整前当期純利益 356,346 53,201

法人税、住民税及び事業税 133,894 60,119

法人税等調整額 38,795 75,002

法人税等合計 172,690 135,122

少数株主利益 － 2,478

当期純利益又は当期純損失（△） 183,655 △84,398



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 527,850 527,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 527,850 527,850

資本剰余金   

前期末残高 408,500 408,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 408,500 408,500

利益剰余金   

前期末残高 2,965,310 3,044,631

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

当期純利益又は当期純損失（△） 183,655 △84,398

当期変動額合計 79,320 △188,733

当期末残高 3,044,631 2,855,897

株主資本合計   

前期末残高 3,901,660 3,980,981

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

当期純利益又は当期純損失（△） 183,655 △84,398

当期変動額合計 79,320 △188,733

当期末残高 3,980,981 3,792,247

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,784 3,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 △2,415

当期変動額合計 △10,918 △2,415

当期末残高 3,865 1,450

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,784 3,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 △2,415

当期変動額合計 △10,918 △2,415

当期末残高 3,865 1,450



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高  －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 162,478

当期変動額合計 － 162,478

当期末残高 － 162,478

純資産合計   

前期末残高 3,916,445 3,984,847

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

当期純利益又は当期純損失（△） 183,655 △84,398

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 160,062

当期変動額合計 68,402 △28,670

当期末残高 3,984,847 3,956,176



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 356,346 53,201

減価償却費 363,003 393,384

のれん償却額 － 19,523

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） △14,854 7,418

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,848 △162,956

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,310 1,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

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 △4,923 △3,943

支払利息 28,730 27,652

有形固定資産除却損 1,126 514

固定資産圧縮損 124,444 －

売上債権の増減額（△は増加） 369,115 △574,539

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,819 17,554

仕入債務の増減額（△は減少） △248,988 △2,208

補助金収入 △127,593 －

その他 98,537 △246,258

小計 746,660 △443,333

利息及び配当金の受取額 4,923 3,943

利息の支払額 △28,087 △27,613

法人税等の支払額 △198,837 △50,924

営業活動によるキャッシュ・フロー 524,659 △517,926

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 △36 △15,027

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 △7,607 △7,403

有形固定資産の取得による支出 △326,976 △115,596

無形固定資産の取得による支出 － △210,674

補助金の受取りによる収入 127,593 －

その他 － 43,160

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,028 △305,542

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） － 1,255,000

長期借入金の返済による支出 △249,718 △209,228

リース債務の返済による支出 △14,098 △44,377

配当金の支払額 △104,335 △104,335

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 △368,151 1,057,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,519 233,590

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期末残高 667,044 900,634



 該当事項はありません。 

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    ３社 

すべての子会社を連結の範囲に含め

ております。なお、当該連結子会社

は、ニッポ電工㈱、東京ニッポサービ

ス㈱、ニッポエンジニアリング㈱であ

ります。 

連結子会社の数    ４社 

すべての子会社を連結の範囲に含め

ております。なお、当該連結子会社

は、ニッポ電工㈱、東京ニッポサービ

ス㈱、ニッポエンジニアリング㈱、Ｄ

Ｎライティング㈱であります。 

上記のうち、ＤＮライティング㈱に

ついては、当連結会計年度に設立した

ため、新たに連結の範囲に含めており

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用会社はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

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 

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）を採用しております。 

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を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品  

月次総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

なお、仕掛工事に関しては、個別法

による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。  

（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

基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

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は、そ

れぞれ5,318千円減少しておりま

す。  

ロ たな卸資産 

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 

月次総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

なお、仕掛工事に関しては、個別法

による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。  

  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ：２～38年 

機械装置及び運搬具  ：４～７年 

工具、器具及び備品  ：２～11年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物    ：２～38年 

機械装置及び運搬具  ：３～７年 

工具、器具及び備品  ：２～11年 

  （追加情報） 

当社及び連結子会社の機械装置につい

ては、従来、耐用年数を２～11年として

おりましたが、当連結会計年度より４～

７年に変更しております。 

これは、平成20年度の税制改正を契機

として、現状ある資産の利用状況等を考

慮し、耐用年数を見直したことによるも

のであります。 

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は、それぞれ

23,461千円減少しております。 

  

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

ソフトウェア：社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。  

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  ハ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

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ます。  

ハ リース資産 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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おります。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 役員賞与引当金 

当社は役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。 

ロ 役員賞与引当金 

同左 

  ハ 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、計上してお

ります。 

過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により費用処理

を行っております。 

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

期間以内の一定年数（10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することとし

ております。 

ハ 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、計上してお

ります。 

過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により費用処理

を行っております。 

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

期間以内の一定年数（10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することとし

ております。 

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）を当連結会計年度において適用

しております。 

これにより、当連結会計年度における

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。 

閉鎖型適格退職年金制度の数理計算上

の差異の処理年数については、７年とし

ております。 

  ニ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社において、

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ────── 

  

ホ 環境対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ)廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置

法」により処理することが義務付けられ

ているＰＣＢ廃棄物の処理に係る費用の

支出に備えるため、その処理費用見積額

を計上しております。 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4) 重要な収益及び費用の

計上基準 

────── 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 当連結会計年度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 

工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法） 

ロ その他の工事 

工事完成基準 

  

（会計方針の変更）  

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、当連結会計年度より、「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）を適用

し、当連結会計年度に着手した工事契約か

ら、当連結会計年度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。  

(5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

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おりま

す。  

同左  

６．のれん及び負ののれんの

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

定額法により償却を行っております。  

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。 

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、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。  

同左  



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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990,097千円、107,765千円、

503,891千円であります。 

────── 

  

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「物品売却益」は、当連結

会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「物品売却益」の

金額は2,671千円であります。 

────── 

  



（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。  

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結株主資本等変動計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）



（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社グループでは、賃貸等不動産を所有していないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

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

具等の製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

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

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

  

（企業結合等関係）

（税効果会計関係）

（賃貸等不動産関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（開示の省略）  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略しております。 

  

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

  

該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       668.37円 

１株当たり当期純利益金額      30.80円 

１株当たり純資産額        円 636.31

１株当たり当期純損失金額       円 △14.15

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おりませ

ん。 

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金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は純損失金額（△）（千円）  183,655  △84,398

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失金額

（△）（千円） 
 183,655  △84,398

期中平均株式数（株）  5,962,000  5,962,000

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 512,804 485,834

受取手形 589,073 382,560

売掛金 1,135,111 1,773,136

商品及び製品 1,179,445 1,202,930

仕掛品 40,478 30,495

原材料及び貯蔵品 79,205 83,016

前払費用 42,811 23,743

繰延税金資産 65,669 22,142

関係会社短期貸付金 50,000 20,000

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 120,000 120,000

未収入金 61,173 34,358

未収還付法人税等 7,694 48,808

その他 6,872 68,014

貸倒引当金 △4,040 －

流動資産合計 3,886,301 4,295,041

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,267,039 1,264,168

減価償却累計額 △715,153 △761,655

建物（純額） 551,885 502,512

構築物 45,575 45,302

減価償却累計額 △41,732 △42,428

構築物（純額） 3,842 2,874

機械及び装置 1,936,719 1,919,730

減価償却累計額 △1,448,483 △1,552,896

機械及び装置（純額） 488,235 366,834

車両運搬具 1,410 1,410

減価償却累計額 △1,367 △1,381

車両運搬具（純額） 42 28

工具、器具及び備品 374,130 358,434

減価償却累計額 △283,462 △297,701

工具、器具及び備品（純額） 90,667 60,732

土地 643,862 643,862

リース資産 18,781 60,032

減価償却累計額 △1,493 △12,245

リース資産（純額） 17,288 47,786

有形固定資産合計 1,795,824 1,624,631

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

電話加入権 5,175 2,740

ソフトウエア 259 82

リース資産 89,592 142,317

無形固定資産合計 272,028 322,140



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,982 44,345

関係会社株式 192,328 421,728

関係会社長期貸付金 800,000 680,000

破産更生債権等 6,605 22,933

前払年金費用 － 57,782

繰延税金資産 257,001 210,829

その他 73,271 34,812

貸倒引当金 △12,185 △28,513

投資その他の資産合計 1,358,003 1,443,917

固定資産合計 3,425,856 3,390,689

資産合計 7,312,157 7,685,730

負債の部   

流動負債   

支払手形 755,479 540,254

買掛金 415,762 520,527

短期借入金 800,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 209,228 80,586

リース債務 25,812 51,985

未払金 97,286 28,154

未払費用 202,603 74,100

未払法人税等 2,658 5,950

前受金 498 －

預り金 13,233 9,360

預り保証金 182,214 －

設備関係支払手形 20,713 1,550

流動負債合計 2,725,491 3,162,470

固定負債   

長期借入金 80,586 －

リース債務 87,490 151,184

退職給付引当金 576,124 473,764

役員退職慰労引当金 72,393 71,013

環境対策引当金 － 17,779

固定負債合計 816,594 713,741

負債合計 3,542,085 3,876,212



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 527,850 527,850

資本剰余金   

資本準備金 408,500 408,500

資本剰余金合計 408,500 408,500

利益剰余金   

利益準備金 24,936 24,936

その他利益剰余金   

別途積立金 600,000 600,000

社会貢献活動積立金 2,478 3,378

繰越利益剰余金 2,202,442 2,243,403

利益剰余金合計 2,829,856 2,871,718

株主資本合計 3,766,206 3,808,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,865 1,450

評価・換算差額等合計 3,865 1,450

純資産合計 3,770,072 3,809,518

負債純資産合計 7,312,157 7,685,730



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,428,269 6,656,521

売上原価   

製品期首たな卸高 866,254 1,179,445

当期製品製造原価 5,648,117 5,019,284

合計 6,514,372 6,198,729

他勘定振替高 8,850 7,629

製品期末たな卸高 1,179,445 1,202,930

製品売上原価 5,326,076 4,988,169

売上総利益 3,102,193 1,668,352

販売費及び一般管理費 2,669,931 1,672,246

営業利益又は営業損失（△） 432,261 △3,894

営業外収益   

受取利息 19,189 17,408

受取配当金 430 286

業務受託料 8,400 5,400

退職金早期支給割引料 － 17,721

助成金収入 － 13,267

その他 8,986 7,725

営業外収益合計 37,006 61,809

営業外費用   

支払利息 26,362 24,393

売上割引 47,978 20,975

その他 8,790 4,629

営業外費用合計 83,131 49,999

経常利益 386,136 7,916

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,018 4,040

事業譲渡益 － 251,428

役員賞与引当金戻入額 1,900 －

退職給付制度改定益 － 93,968

特別利益合計 2,918 349,437

特別損失   

関係会社株式評価損 － 10,600

固定資産除却損 974 489

投資有価証券評価損 1,476 15

減損損失 － 7,703

関係会社貸倒引当金繰入額 － 13,773

営業所閉鎖損失 － 50,746

環境対策引当金繰入額 － 17,779

特別損失合計 2,451 101,107

税引前当期純利益 386,604 256,246

法人税、住民税及び事業税 133,006 18,739

法人税等調整額 39,238 91,310

法人税等合計 172,244 110,049

当期純利益 214,359 146,196



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 527,850 527,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 527,850 527,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 408,500 408,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 408,500 408,500

資本剰余金合計   

前期末残高 408,500 408,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 408,500 408,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 24,936 24,936

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,936 24,936

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 600,000 600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600,000 600,000

社会貢献活動積立金   

前期末残高 955 2,478

当期変動額   

社会貢献活動積立金の積立 2,500 1,000

社会貢献活動積立金の取崩 △977 △100

当期変動額合計 1,522 900

当期末残高 2,478 3,378

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,093,940 2,202,442

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

社会貢献活動積立金の積立 △2,500 △1,000

社会貢献活動積立金の取崩 977 100

当期純利益 214,359 146,196

当期変動額合計 108,501 40,961

当期末残高 2,202,442 2,243,403



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,719,832 2,829,856

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

社会貢献活動積立金の積立 － －

社会貢献活動積立金の取崩 － －

当期純利益 214,359 146,196

当期変動額合計 110,024 41,861

当期末残高 2,829,856 2,871,718

株主資本合計   

前期末残高 3,656,182 3,766,206

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

当期純利益 214,359 146,196

当期変動額合計 110,024 41,861

当期末残高 3,766,206 3,808,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,784 3,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 △2,415

当期変動額合計 △10,918 △2,415

当期末残高 3,865 1,450

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,784 3,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 △2,415

当期変動額合計 △10,918 △2,415

当期末残高 3,865 1,450

純資産合計   

前期末残高 3,670,966 3,770,072

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △104,335

当期純利益 214,359 146,196

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,918 △2,415

当期変動額合計 99,105 39,446

当期末残高 3,770,072 3,809,518



該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

平成22年５月11日開催の取締役会において、平成22年６月18日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会にお

いて下記のとおり役員の異動を行うことを内定いたしました。 

なお、本件に関しては、本日、別途開示しております。  

  

① 代表取締役の異動（平成22年６月18日付予定） 

  

新任予定  

金子 弘（かねこ ひろし）  現 取締役専務執行役員 管理本部長兼管理部長 

  

退任予定  

加藤 勇（かとう いさむ）  顧問（非常勤）に就任予定 

  

② その他の役員の異動（平成22年６月18日付予定） 

  

新任取締役候補者 

山下 文隆（やました ふみたか）  現 大日本塗料株式会社 取締役社長 

  

退任予定取締役 

瀬古 宜範（せこ よしのり） 

  

新任監査役候補者 

鈴木 勇（すずき いさむ）  現 大日本塗料株式会社 取締役 技術開発部門統括 

  

退任予定監査役 

上谷 貢（うえたに みつぐ）  

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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