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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 52,432 △18.3 △412 ― △649 ― △8,031 ―

21年3月期 64,203 △10.5 △215 ― △650 ― △2,397 ―

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 △108.24 ― △37.5 △1.0 △0.8

21年3月期 △32.30 ― △8.8 △0.9 △0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △39百万円 21年3月期  44百万円

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 61,183 18,967 28.7 236.77
21年3月期 69,190 26,946 36.5 340.35

（参考） 自己資本   22年3月期  17,567百万円 21年3月期  25,256百万円

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 △515 1,225 272 11,168
21年3月期 160 △1,938 △77 10,122

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

21,000 △2.5 △1,000 ― △1,100 ― △700 ― △9.43

通期 51,000 △2.7 600 ― 350 ― 500 ― 6.74
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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、16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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 78,219,507株 21年3月期 78,219,507株

② 期末自己株式数 22年3月期  4,021,784株 21年3月期  4,011,320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 41,545 △17.3 △111 ― 268 ― △7,014 ―

21年3月期 50,207 △9.8 △995 ― △767 ― △2,100 ―

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 △94.28 ―

21年3月期 △28.22 ―

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 47,829 10,623 22.2 142.79
21年3月期 54,378 17,585 32.3 236.34

（参考） 自己資本 22年3月期  10,623百万円 21年3月期  17,585百万円

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 

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

15,800 △2.0 △1,000 ― △1,000 ― △1,100 ― △14.79

通期 39,500 △4.9 400 ― 200 △25.5 100 ― 1.34
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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、一昨年秋の金融危機以降の厳しい経済状況から各国の緊急経済対策の効果等を背

景に一部に景気の持ち直しの兆しがみえております。しかしながら、企業の設備投資は、依然、低水準で推移し、又

公共事業は総じて堅調でありますが、先行き不透明な状況が続いております。 

   このような状況の下で、当社グループは現状の経済環境の中でも利益を出せる体制作りのため、総経費削減、人員

体制の見直し、製造拠点の統廃合、本社売却等に取り組んでまいりました。 

   これらの結果、売上高は52,432百万円（前年度は64,203百万円で18.3%の減少）、営業損失412百万円（前年度は

215百万円で196百万円の悪化）、経常損失649百万円（前年度は650百万円で0百万円の改善）となりました。当期純

損失は、本社売却に伴う固定資産売却益328百万円を特別利益に計上し、一方、フィリップス社との特許訴訟に係る

和解金4,142百万円及び訴訟関連損失328百万円等を特別損失に計上するとともに、繰延税金資産の回収可能性を慎

重に再検討した結果、繰延税金資産3,309百万円を取り崩したこと等により、8,031百万円（前年度は2,397百万円で

5,633百万円の悪化）となりました。 

   なお、フィリップス社との特許訴訟につきましては、全ての裁判手続を当連結会計年度末までに終了しておりま

す。 

  

 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＞ 

 照明分野では、ＨＩＤ商品のトップメーカーとして、省エネルギー、リニューアルを中心とした商品開発、営

業展開を推進するとともに、屋外ＬＥＤ商品にも積極的に取り組んでまいりました。 

 前期は全体的に減少した公共事業関連が経済対策の効果もあり増加し、特に道路関連は大幅に増加しました。

一方、民需関連は、建設不況、設備投資抑制の影響により、工場、商業施設、ランプメンテナンスとも大幅に減

少した結果、全体として減収となりました。売上減少の中、製造拠点の統廃合、不採算商品の見直しなど経費削

減を実施いたしました。 

 これらの結果、売上高32,899百万円（前年度は37,094百万円で11.3%の減少）、営業利益930百万円（前年度は

550百万円で69.1%の増加）となりました。 

＜光応用部門＞ 

 光応用部門では、今後の成長分野との位置づけは変らないものの、前期後半からの急激な企業収益の落込みに

よる設備投資の抑制が続き、第４四半期以降、アジア向けを中心に回復の兆しがみられたものの、総じて厳しい

状況が続きました。特に映像用プロジェクター光源、硬化、洗浄用関連装置は、価格下落もあり大幅な減少にな

りました。  

 これらの結果、売上高19,308百万円（前年度は26,222百万円で26.4%の減少）、営業利益598百万円（前年度は

1,231百万円で51.4%の減少）となりました。 

＜その他部門＞ 

その他部門では、売上高223百万円（前年度は886百万円で74.8%の減少）、営業損失71百万円（前年度は営業

利益12百万円で83百万円の悪化）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 

 第４四半期では回復の兆しがみえてきたものの、民需関連では照明・光応用部門ともまだまだ回復が遅れてお

り、売上高は48,949百万円（前年度は59,959百万円で18.4%の減少）、営業利益1,372百万円（前年度は1,484百

万円で7.6%の減少）となりました。 

・北米 

 照明分野は回復したものの、光応用分野に回復の兆しがみえないことから売上高は3,816百万円（前年度は

4,277百万円で10.8%の減少）、営業利益153百万円（前年度は358百万円で57.3%の減少）となりました。 

・アジア 

 年度後半に回復傾向がみられたものの、採算面では依然苦しい状況が続いており、売上高は970百万円（前年

度は1,087百万円で10.7%の減少）、営業利益27百万円（前年度は45百万円で39.4%の減少）となりました。 

・ヨーロッパ 

 固定費削減中心の販売体制効率化が定着し、売上高は116百万円（前年度は93百万円で24.7%の増加）、営業利

益３百万円（前年度は営業損失０百万円で３百万円の改善）となりました。 

１．経営成績



（次期の見通し） 

 景気は底を打ち、穏やかな持ち直しの動きが継続すると考えられますが、先進国を中心とした建設投資は依然

低調であり、資源価格の高騰の不安材料もあり、当社グループにとっては厳しい状況が継続すると思われます。

状況の好転が見込めない中、照明関連は、ＬＥＤ商品の拡大が、光応用関連では、太陽電池関連、液晶関連事業

の拡大が期待できます。 

 こうした中、当社グループは、事業内容や人員体制の見直し、総経費削減など事業構造改革を継続し、業績の

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23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、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当連結会計年度末における総資産は61,183百万円となり、前連結会計年度末と比べ8,007百万円の減少となりま

した。そのうち、流動資産が2,126百万円、固定資産が5,880百万円減少いたしました。主な内訳は、流動資産では

現金及び預金の増加1,046百万円、売掛金・受取手形の減少2,600百万円および棚卸資産の減少462百万円でありま

す。固定資産では、本社売却等による有形固定資産の減少2,762百万円、投資その他の資産で長期繰延税金資産の

取崩し等により3,011百万円減少いたしました。負債の部では28百万円減少しております。そのうち、流動負債で

は5,159百万円減少し、固定負債では5,130百万円増加しました。主な内訳は、流動負債では短期借入金の減少

1,197百万円、１年以内償還予定の社債の減少3,900百万円等であります。固定負債では長期借入金の増加4,755百

万円であります。純資産の部では7,978百万円減少しております。主な内訳は当期純損失8,031百万円による利益剰

余金の減少等であります。 

  

 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1,046百万円増加し、11,168百万円

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減少した資金は515百万円となりました。 

 主な増加要因は、売上債権の減少2,610百万円および減価償却費1,995百万円によるものであり、主な減少要因

は、訴訟和解金の支払4,142百万円および仕入債務の減少695百万円であります。 

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増加した資金は1,225百万円となりました。 

 主な増加要因は、本社売却等に係る有形固定資産の売却収入2,054百万円によるものであり、主な減少要因

は、有形固定資産の取得718百万円によるものです。  

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増加した資金は272百万円となりました。 

 主な増加要因は、長期借入金の借入5,539百万円（純額）であり、主な減少要因は、社債の償還による支出

3,900百万円および短期借入金の返済1,197百万円（純額）によるものです。  

  （単位：百万円）

  
連結見通し 個別見通し 

第２四半期 
連結累計期間 

通期  
第２四半期 
累計期間  

通期

売上高  21,000  51,000  15,800  39,500

営業利益  △1,000  600  △1,000  400

経常利益  △1,100  350  △1,000  200

当期純利益  △700  500  △1,100  100



 （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。 

  当期の配当金につきましては、特許訴訟における和解金の支払いもあり、二期連続して多額の当期純損失を計上す

るに至ったことから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたいと思います。 

  

(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。 

なお、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係争中でありましたが、米国以外の全

世界については平成21年10月29日（米国時間）、米国については平成22年１月７日（米国時間）付けで和解が成立

し、全ての裁判手続を終了しております。 

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92期

19年３月期 
第93期

20年３月期 
第94期 

21年３月期 
第95期

22年３月期 

自己資本比率（％）  38.7  38.4  36.5  28.7

時価ベースの自己資本比率（％）  28.6  21.8  16.9  21.3

債務償還年数（年）  7.9  3.7  82.2  △26.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 8.2  15.0  0.7  △2.2



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、省エネルギー推進と安全・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技術をベース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、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 

 当社は、照明事業と光応用事業を主力事業としておりますが、これらを取巻く環境は、公共事業の市場縮小、国内

の設備投資の低迷、価格競争の激化など、構造的に厳しい環境にさらされております。 

 国内照明事業は、新しい照明光源であるＬＥＤの急速な普及が業界に大きな変化をもたらすと考えており、これへ

の対応が課題となります。国内照明事業は短期的には、ＬＥＤの普及に伴い市場が拡大すると見られ、それによる競

争激化が予想されます。当社は、ＬＥＤを次世代照明の柱と捉え積極的な商品、市場開発を展開してまいります。Ｈ

ＩＤについては、さらに性能を進化させ、ＨＩＤとＬＥＤの二本柱で市場地位確立を目指します。その他、ソフト開

発、新しい営業手法への取組みを実践してまいります。 

 光応用事業は成長事業と捉え、経営資源を重点的に配分してまいりましたが、開発に広い技術領域が必要な上、単

発装置販売が多いという問題点があります。今後は、コア技術を高め、標準品比率を高めたビジネスモデルを目指し

た見直しに着手いたします。また、多くの製品の消費地が海外、特にアジアにシフトしつつあり、メンテナンスを含

めた海外体制の早急な整備が必要と考えております。さらに新規事業化を加速するため、開発、営業マーケティング

の一体化および強化も課題であります。 

 当社は、これらの両事業の課題に対応するため、全社的に知財戦略の強化、新商品開発のスピードアップ、製造コ

スト削減、グローバル調達、販売の強化を推進目標として掲げております。そのためにも今後は、研究開発分野およ

びマーケティング分野への経営資源の配分を重視してまいります。 

 当面は確実な黒字化が課題となりますが、訴訟の不確定要因が無くなったことから、まず財務体質の健全化を図

り、既存事業で確実に利益が出せる構造に改革し、将来の事業の柱を積極的に探求してまいります。また今まで遅れ

ていましたＣＳＲ活動も積極的に推進し、企業価値の向上を目指してまいります。  

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 11,023 12,020

受取手形及び売掛金 17,134 14,533

商品及び製品 5,465 5,104

仕掛品 1,669 1,676

原材料及び貯蔵品 3,281 3,172

繰延税金資産 508 723

その他 1,393 1,100

貸倒引当金 △134 △116

流動資産合計 40,341 38,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,853 13,183

減価償却累計額 △9,459 △9,156

建物及び構築物（純額） ※2  4,394 ※2  4,026

機械装置及び運搬具 16,414 16,792

減価償却累計額 △13,648 △14,080

機械装置及び運搬具（純額） ※2  2,766 ※2  2,711

工具、器具及び備品 8,024 7,980

減価償却累計額 △7,362 △7,469

工具、器具及び備品（純額） 661 510

土地 ※2, ※3  12,190 ※2, ※3  10,615

リース資産 60 77

減価償却累計額 △6 △17

リース資産（純額） 53 59

建設仮勘定 847 229

有形固定資産合計 20,915 18,153

無形固定資産   

ソフトウエア 634 526

その他 193 195

無形固定資産合計 827 721

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,895 ※1  3,138

長期貸付金 178 173

繰延税金資産 3,619 403

その他 702 661

貸倒引当金 △291 △285

投資その他の資産合計 7,104 4,092

固定資産合計 28,848 22,967

繰延資産   

開業費 0 －

繰延資産合計 0 －

資産合計 69,190 61,183



（単位：百万円）

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 13,367 12,675

短期借入金 3,066 1,868

1年内返済予定の長期借入金 ※2  146 930

1年内償還予定の社債 3,900 －

未払法人税等 139 133

未払消費税等 94 118

賞与引当金 430 203

役員賞与引当金 5 1

その他 2,158 2,218

流動負債合計 23,308 18,149

固定負債   

長期借入金 ※2  3,275 ※2  8,030

繰延税金負債 － 348

再評価に係る繰延税金負債 ※3  2,190 ※3  1,868

退職給付引当金 9,870 10,394

役員退職慰労引当金 246 243

その他 3,353 3,182

固定負債合計 18,936 24,067

負債合計 42,244 42,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,174 6,174

利益剰余金 9,417 1,868

自己株式 △936 △938

株主資本合計 23,296 15,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 292 360

土地再評価差額金 ※3  3,076 ※3  2,593

為替換算調整勘定 △1,408 △1,132

評価・換算差額等合計 1,960 1,821

少数株主持分 1,689 1,399

純資産合計 26,946 18,967

負債純資産合計 69,190 61,183



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 64,203 52,432

売上原価 ※1  48,513 ※1  38,652

売上総利益 15,689 13,779

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,831 1,687

広告宣伝費 439 289

給料及び手当 5,677 5,264

役員報酬 474 362

従業員賞与 961 470

賞与引当金繰入額 214 112

減価償却費 333 310

地代家賃 727 788

退職給付費用 654 747

貸倒引当金繰入額 81 41

その他 4,509 4,118

販売費及び一般管理費合計 ※2  15,905 ※2  14,191

営業損失（△） △215 △412

営業外収益   

受取利息 50 17

受取配当金 79 56

受取賃貸料 4 7

持分法による投資利益 44 －

保険配当金 29 36

負ののれん償却額 184 235

その他 106 115

営業外収益合計 499 469

営業外費用   

支払利息 209 265

貸与資産減価償却費 8 32

退職給付会計基準変更時差異の処理額 313 312

為替差損 352 15

持分法による投資損失 － 39

その他 50 41

営業外費用合計 934 706

経常損失（△） △650 △649



（単位：百万円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 ※3  3 ※3  328

投資有価証券売却益 6 0

クレーム処理引当金戻入益 64 －

その他 6 9

特別利益合計 80 337

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  115 ※4  73

投資有価証券評価損 168 1

貸倒引当金繰入額 2 3

たな卸資産廃棄損 ※5  196 －

訴訟関連損失 ※6  452 ※5  328

訴訟和解金 － 4,142

損害賠償金 292 －

その他 121 105

特別損失合計 1,350 4,654

税金等調整前当期純損失（△） △1,920 △4,966

法人税、住民税及び事業税 285 144

法人税等調整額 198 2,983

法人税等合計 484 3,128

少数株主損失（△） △7 △63

当期純損失（△） △2,397 △8,031



（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 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 6,175 6,174

当期変動額   

自己株式の処分 △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 －

当期末残高 6,174 6,174

利益剰余金   

前期末残高 12,196 9,417

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,397 △8,031

土地再評価差額金の取崩 △8 482

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 －

当期変動額合計 △2,778 △7,548

当期末残高 9,417 1,868

自己株式   

前期末残高 △934 △936

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 △0

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △936 △938

株主資本合計   

前期末残高 26,077 23,296

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,397 △8,031

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 △0

土地再評価差額金の取崩 △8 482

当期変動額合計 △2,780 △7,550

当期末残高 23,296 15,745



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 609 292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △317 68

当期変動額合計 △317 68

当期末残高 292 360

土地再評価差額金   

前期末残高 3,067 3,076

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 △482

当期変動額合計 8 △482

当期末残高 3,076 2,593

為替換算調整勘定   

前期末残高 △228 △1,408

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,179 276

当期変動額合計 △1,179 276

当期末残高 △1,408 △1,132

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,449 1,960

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,488 △138

当期変動額合計 △1,488 △138

当期末残高 1,960 1,821

少数株主持分   

前期末残高 1,943 1,689

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254 △289

当期変動額合計 △254 △289

当期末残高 1,689 1,399

純資産合計   

前期末残高 31,469 26,946

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,397 △8,031

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 △0

土地再評価差額金の取崩 △8 482

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,742 △428

当期変動額合計 △4,523 △7,978

当期末残高 26,946 18,967



（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損失（△） △1,920 △4,966

減価償却費 2,050 1,995

負ののれん償却額 △184 △235

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350 523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 △3

クレーム処理引当金の増減額（△は減少） △68 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △512 △227

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76 △23

受取利息及び受取配当金 △130 △74

支払利息 224 275

為替差損益（△は益） △11 0

有形固定資産除売却損益（△は益） 111 △255

持分法による投資損益（△は益） △44 39

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △0

損害賠償損失 292 －

訴訟和解金 － 4,142

売上債権の増減額（△は増加） 2,482 2,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,022 474

仕入債務の増減額（△は減少） △2,377 △695

その他 △371 371

小計 931 3,947

利息及び配当金の受取額 151 82

利息の支払額 △227 △233

損害賠償金の支払額 △292 －

訴訟和解金の支払額 － △4,142

法人税等の支払額 △401 △169

営業活動によるキャッシュ・フロー 160 △515

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 △51 △51

定期預金の払戻による収入 1 101

有形固定資産の取得による支出 △1,697 △718

有形固定資産の売却による収入 46 2,054

無形固定資産の取得による支出 △241 △112

投資有価証券の取得による支出 △57 △7

投資有価証券の売却による収入 9 0

貸付けによる支出 △146 △44

貸付金の回収による収入 142 39

その他の支出 △15 △62



（単位：百万円）

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) 

その他の収入 71 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,938 1,225

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 10,563 6,110

短期借入金の返済による支出 △10,194 △7,307

長期借入れによる収入 2,530 5,700

長期借入金の返済による支出 △2,371 △161

自己株式の売却による収入 1 －

社債の償還による支出 － △3,900

自己株式の取得による支出 △3 △1

子会社の自己株式の取得による支出 △11 △145

配当金の支払額 △372 －

少数株主への配当金の支払額 △210 △3

その他 △8 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △77 272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △358 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,214 1,046

現金及び現金同等物の期首残高 12,336 ※  10,122

現金及び現金同等物の期末残高 ※  10,122 ※  11,168



 該当事項はない。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

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 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   27社 

 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。 

 なお、当連結会計年度において、㈱ヤマトは平成21

年11月20日に清算したため、㈱ライトフォースは平成

21年10月１日付で連結子会社である㈱ライトキューブ

と合併したため、連結の範囲から除いている。 

 また、当連結会計年度において、大成電機工業㈱は

提出会社の照明機器製造の一部と㈱アイシン及び同社

の事業を提出会社の茨城製作所に移転・移管・集約

し、㈱つくばイワサキと改称している。 

(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） 

────── 

（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） 

────── 

（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) 

(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」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）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。 

(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）  

(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（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によってい

る。 

 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。 

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（建物付属設備を 

      除く）および在外子会社は定額法によってい 

る。   

 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。  

無形固定資産（リース資産を除く） 無形固定資産（リース資産を除く） 

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。 

        同左 

リース資産 リース資産 

 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。 

同左 



  

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 (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( 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。 

4,697

(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( 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。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法によ

り費用処理している。  

  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

(14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。 

（会計方針の変更） 

 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３）」（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用している。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失に与える影響はない。 

（追加情報） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成21年11月

１日より適格退職年金制度から確定給付企業年金制

度へ移行している。  

 本移行に伴う影響額は、軽微である。 

4,682

(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  

  



  

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いたが、「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）

を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手

した工事契約から、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いる。 

  これによる、損益に与える影響はない。  

(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。 

(5）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）重要なヘッジ会計の方法  (6）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 

・ヘッジ手段とヘッジ対象  

a．ヘッジ手段…同左 

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 

ヘッジ対象…同左 

b．ヘッジ手段…金利スワップ b．ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…変動金利建ての借入金利息 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 

(6）消費税等の会計処理方法 (7）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 

  



  

  

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) 

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） 

 （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

売買取引に係る方法に準じた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に係る方法に準じた会

計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。 

（連結貸借対照表） 

────── 

追加情報

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） 

────── （訴訟の解決）  

 フィリップス社との特許裁判は、ドイツでの係争が平成

21年10月29日（米国時間）に和解金639百万円で和解し、

米国との係争も平成22年１月７日（米国時間）に和解金

3,502百万円で和解している。当該特許裁判は、今回の和

解及びその手続の完了をもって全て終結する。 

 なお、これにより当連結会計年度において、特別損失に

訴訟和解金4,142百万円を計上している。 



  

  

（連結貸借対照表関係）

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） 

※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） 589百万円 （株式） 712百万円 

※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 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   )

合計  1,116  (1,000      )

担保資産       

建物及び構築物 1,263百万円( 百万円)653

機械装置及び運搬具 1,382  (       )1,382

土地  7,354  (       )2,579

合計  10,000  (       )4,615

担保付債務       

              

長期借入金 2,300  (    )2,000

合計  2,300  (       )2,000

    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     1,394百万円

・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      百万円1,945



  

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） 

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。 

────── 

５．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。 

４．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。 

 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 

 ５．財務制限条項 

  当社が平成22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いて連結の貸

借対照表における純資産の部の金額を 億円以上に

維持すること、但し、早期退職特別支援制度や転籍

などに伴う構造改革費用として損失計上もしくは引

当金計上した場合には、かかる純資産の部の金額を

億円以上に維持すること、平成23年３月期の決算

における連結の損益計算書に示される経常損益が損

失とならないようにすること、平成22年９月第２四

半期における連結の損益計算書に示される経常損失

額が 億円を上回らないこと、平成23年３月期決算

の末日における連結の貸借対照表に示される有利子

負債（リース債務は除く）の合計金額を 億円以下

にすること、という財務制限条項が付されている。 

融資枠設定金額 5,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引借入未実行残高 5,000百万円 

138

120

15

160



  

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） 

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。 

  

（連結損益計算書関係）

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．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。 

※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。なお、以下の金額は戻入額と相殺した後のも

のである。 

562百万円 △86百万円 

※２．一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 

453百万円 448百万円 

※３．機械装置の売却益１百万円他である。 ※３．土地等の売却益 百万円他である。 328

※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．建物の売却損 百万円及び除却損15百万円、機械装

置の売却損３百万円及び除却損 百万円、工具器具備

品の除却損 百万円、土地の売却損７百万円他であ

る。 

15

18

12

※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．知的財産権に関する弁護士費用等である。   

    

（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）  3,999  18  6  4,011

合計  3,999  18  6  4,011

(決議）  株式の種類 
 配当金の金額 

（百万円）  

１株当り 

 配当金（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 



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．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10千株は、単元未満株式の買取りによるもの10千株、及び持分割合変動による

もの０千株である。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はない。  

  

(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）  4,011  10  －  4,021

合計  4,011  10  －  4,021

（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) 

※ 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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

  （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 

  （百万円）

現金及び預金勘定  12,020

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        11,168



  

（リース取引関係）

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) 

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。 

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 

          同左 

(イ）無形固定資産 

          同左  

② リース資産の減価償却の方法 

           同左  

(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 

(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 

  工具器具備品 

取得価額相当額      816百万円 

減価償却累計額相当額  577百万円 

期末残高相当額  238百万円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (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 

１年以内  94百万円 

１年超  143百万円 

合計  238百万円 

 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。 

           同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (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 

支払リース料 151百万円 

減価償却費相当額  151百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

           同左 

(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。 

(5) 減損損失について  

           同左   



   金融商品に関する注記は、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（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

    
     ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

  
     ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 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 

(1）株式            881  1,421  539

(2）債券      
① 国債・地方債

等 
－  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計  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 

(1）株式  513  465 △47

(2）債券      
① 国債・地方債

等 
－  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計  513  465 △47

合計  1,395  1,887  492

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） 

            9              6              0

   連結貸借対照表計上額（百万円） 

     その他有価証券 

       非上場株式 
                      418



   当連結会計年度（平成22年３月31日）  

１．その他有価証券  

  
     ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

   

 デリバティブ取引に関する注記は、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。 

   

   

  種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価（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 

(1）株式            1,710  1,050  659

(2）債券      
① 国債・地方債

等 
－  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計  1,710  1,050  659

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  298  350 △51

(2）債券      
① 国債・地方債

等 
－  － －

② 社債 －  － －

③ その他 －  － －

(3）その他 －  － －

小計  298  350 △51

合計  2,008  1,401         607

種類 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） 

（1）株式  

（2）債権  

  ① 国債・地方債等 

   ② 社債 

  ③ その他  

（3）その他  

            

            

            

            

            

            

0

－

－

－

－

            

           

                  

             

            

                     

0

－

－

－

－

            

  

            

                    

              

            

－

－

－

－

－

 合計                        0                        0                       －

（デリバティブ取引関係）



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。 

 なお、当社及び一部の国内連結子会社は、平成21年11月１日より適格退職年金制度から確定給付企業年

金制度へ移行している。 

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736百万円、当連結会計年度で

584百万円ある。 

  

（退職給付関係）

  
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） 

(1）退職給付債務（百万円）  △15,821  △15,553

(2）年金資産（百万円）  2,205  2,290

(3）未積立退職給付債務 (1)+(2)（百万円）  △13,615  △13,263

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  1,879  1,560

(5）未認識数理計算上の差異（百万円）  1,865  1,275

(6）未認識過去勤務債務（百万円）   －  33

(7）連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)(百万円)  △9,870  △10,394

(8）退職給付引当金（百万円）  △9,870  △10,394

  
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）勤務費用（百万円）  831  935

(2）利息費用（百万円）  281  278

(3）期待運用収益（百万円）  △55  △60

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  178  242

(5）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）      313  318

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  －  1

(7）退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)（百万円）  1,549  1,715



  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

５．要拠出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 

 (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

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)補足説明 

前連結会計年度における上記(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。 

当連結会計年度における上記(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

20,109百万円である。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20年４月１日 至平成21年３月31日） 

      該当事項はない。 

  

     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。 

  

    賃貸等不動産に関する注記は、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

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22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（％）  2.3  2.9

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年）   －  14

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）  15  14

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

年金資産の額  299,283 百万円  235,665 百万円 

年金財政計算上の給付債務の額  327,524 百万円  328,394 百万円 

差引額   △28,241 百万円  △92,729 百万円 

3.98

4.16

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（賃貸等不動産）



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） 

 （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日公表分）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。 

  

（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 
 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



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） 

 （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（1,869百万円）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（9,064百万円）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。 

  

  
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 
 32,899  19,308  223  52,432  －  52,432

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  32,899  19,308  223  52,432  －  52,432

営業費用  31,969  18,710  294  50,974  1,869  52,844

営業利益 

（△は営業損失） 
 930  598  △71  1,457  △1,869  △412

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
            

資産  28,503  22,902  712  52,118  9,064  61,183

減価償却費  1,290  665  2  1,958  37  1,995

資本的支出  630  198  0  829  0  830



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） 

 （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日公表分）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。  

  

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  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



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） 

 （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（1,869百万円）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（9,064百万円）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。 

  

  
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  47,936 3,789 589 116  52,432  － 52,432

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,013 26 381 －  1,420  △1,420 －

計  48,949 3,816 970 116  53,852  △1,420 52,432

営業費用  47,577 3,663 943 113  52,297  547 52,844

営業利益（△は営業損失）  1,372 153 27  3  1,555  △1,968 △412

Ⅱ 資産  48,390 2,805 1,362 116  52,675  8,507 61,183



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） 

 （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21年４月１日 至 平成22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。  

 なお、適用による開示対象範囲の変更はない。  

  

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） 

 開示すべき重要事項はない。 

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）  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

  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）  3,909  6,043  353  387  10,694

Ⅱ 連結売上高（百万円）          52,432

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 7.5  11.5  0.7  0.7  20.4

（関連当事者情報）



 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） 

  該当事項はない。 

  

 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） 

  該当事項はない。 

  

 （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20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はない。 

  

  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） 

  該当事項はない。 

  

（企業結合等関係）

（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 340.35円 

１株当たり当期純損失金額 32.30円 

１株当たり純資産額 236.77円 

１株当たり当期純損失金額 108.24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、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。 

  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

当期純損失（百万円）  2,397  8,031

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（百万円）  2,397  8,031

期中平均株式数（株）  74,214,201  74,202,955

（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 5,256 5,132

受取手形 1,212 1,219

売掛金 12,405 12,088

商品及び製品 2,859 2,665

仕掛品 784 641

原材料及び貯蔵品 1,884 1,363

前渡金 206 203

前払費用 278 133

短期貸付金 215 401

繰延税金資産 310 602

未収入金 744 1,226

その他 1 0

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 26,156 25,677

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,606 9,087

減価償却累計額 △6,559 △6,358

建物（純額） 3,046 2,728

構築物 735 727

減価償却累計額 △635 △639

構築物（純額） 100 87

機械及び装置 11,278 10,686

減価償却累計額 △9,510 △8,945

機械及び装置（純額） 1,767 1,740

車両運搬具 108 68

減価償却累計額 △98 △64

車両運搬具（純額） 10 4

工具、器具及び備品 5,491 2,924

減価償却累計額 △5,033 △2,691

工具、器具及び備品（純額） 458 232

土地 11,676 10,101

建設仮勘定 767 164

有形固定資産合計 17,827 15,059

無形固定資産   

ソフトウエア 621 493

施設利用権 1 0

電話加入権 46 46

リース資産 21 23

無形固定資産合計 691 564

投資その他の資産   

投資有価証券 2,243 2,337

関係会社株式 2,991 2,968

出資金 82 75

関係会社出資金 779 779



（単位：百万円）

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) 

従業員に対する長期貸付金 11 11

長期前払費用 24 45

敷金及び保証金 393 367

破産更生債権等 9 －

繰延税金資産 3,231 －

貸倒引当金 △63 △57

投資その他の資産合計 9,703 6,528

固定資産合計 28,222 22,152

資産合計 54,378 47,829

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,780 5,052

買掛金 6,170 6,880

短期借入金 1,880 500

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 － 900

リース債務 － 7

未払金 902 736

未払法人税等 96 80

未払消費税等 39 85

未払費用 103 124

前受金 100 103

預り金 132 111

賞与引当金 293 132

流動負債合計 19,399 14,715

固定負債   

長期借入金 3,230 8,015

リース債務 22 16

繰延税金負債 － 348

再評価に係る繰延税金負債 2,190 1,868

退職給付引当金 8,837 9,238

役員退職慰労引当金 223 223

関係会社事業損失引当金 26 14

長期預り保証金 2,594 2,596

その他 269 169

固定負債合計 17,393 22,490

負債合計 36,792 37,206



（単位：百万円）

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 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 － －

資本剰余金合計 6,085 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 219 △6,312

利益剰余金合計 391 △6,140

自己株式 △904 △906

株主資本合計 14,213 7,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 295 350

土地再評価差額金 3,076 2,593

評価・換算差額等合計 3,371 2,943

純資産合計 17,585 10,623

負債純資産合計 54,378 47,829



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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   

製品売上高 50,207 41,545

売上高合計 50,207 41,545

売上原価   

製品期首たな卸高 3,503 2,859

当期製品製造原価 20,306 14,499

当期製品仕入高 18,927 17,308

他勘定受入高 184 △15

製品期末たな卸高 2,859 2,665

製品売上原価 40,061 31,986

売上原価合計 40,061 31,986

売上総利益 10,145 9,558

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,596 1,467

広告宣伝費 339 222

役員報酬 247 185

給料及び手当 3,589 3,219

従業員賞与 644 249

賞与引当金繰入額 158 76

福利厚生費 829 777

退職給付費用 520 567

貸倒引当金繰入額 9 －

地代家賃 473 490

賃借料 239 236

減価償却費 260 236

支払手数料 237 283

事務用品費 87 79

交際費 47 35

車両費 220 208

旅費及び交通費 200 154

通信費 136 124

研究費 72 67

租税公課 141 117

業務委託費 525 385

その他 561 484

販売費及び一般管理費合計 11,141 9,670

営業損失（△） △995 △111



（単位：百万円）

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) 

営業外収益   

受取利息 10 6

受取配当金 599 713

受取賃貸料 56 77

保険配当金 25 32

負ののれん償却額 100 100

その他 114 75

営業外収益合計 907 1,006

営業外費用   

支払利息 133 215

社債利息 48 25

貸与資産減価償却費 8 32

退職給付会計基準変更時差異の処理額 308 308

為替差損 160 18

その他 19 26

営業外費用合計 679 626

経常利益又は経常損失（△） △767 268

特別利益   

固定資産売却益 1 328

貸倒引当金戻入額 － 2

クレーム処理引当金戻入益 64 －

その他 11 12

特別利益合計 77 343

特別損失   

固定資産除売却損 113 53

投資有価証券評価損 134 0

たな卸資産廃棄損 196 －

訴訟関連損失 452 328

訴訟和解金 － 4,142

損害賠償金 292 －

その他 98 117

特別損失合計 1,289 4,642

税引前当期純損失（△） △1,980 △4,031

法人税、住民税及び事業税 69 54

法人税等調整額 49 2,929

法人税等合計 119 2,983

当期純損失（△） △2,100 △7,014



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 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 －

当期変動額   

自己株式の処分 △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 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 6,086 6,085

当期変動額   

自己株式の処分 △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 －

当期末残高 6,085 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 2,701 219

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,100 △7,014

土地再評価差額金の取崩 △8 482

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 －

当期変動額合計 △2,481 △6,531

当期末残高 219 △6,312



（単位：百万円）

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 2,873 391

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,100 △7,014

土地再評価差額金の取崩 △8 482

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 －

当期変動額合計 △2,481 △6,531

当期末残高 391 △6,140

自己株式   

前期末残高 △903 △904

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △904 △906

株主資本合計   

前期末残高 16,696 14,213

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,100 △7,014

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 －

土地再評価差額金の取崩 △8 482

当期変動額合計 △2,483 △6,533

当期末残高 14,213 7,679

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 603 295

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △307 54

当期変動額合計 △307 54

当期末残高 295 350

土地再評価差額金   

前期末残高 3,067 3,076

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 △482

当期変動額合計 8 △482

当期末残高 3,076 2,593

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,670 3,371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △428

当期変動額合計 △298 △428

当期末残高 3,371 2,943



（単位：百万円）

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) 

純資産合計   

前期末残高 20,367 17,585

当期変動額   

剰余金の配当 △372 －

当期純損失（△） △2,100 △7,014

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 1 －

土地再評価差額金の取崩 △8 482

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △428

当期変動額合計 △2,782 △6,961

当期末残高 17,585 10,623



該当事項はない。 

  

（役員の異動） 

 平成22年３月29日付にて開示しております。 

   

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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