
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,971  29.9  △16  －  △25  －  △12  －

22年３月期第１四半期  1,517  △17.5  △113  －  △115  －  △91  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △2  09  －  －

22年３月期第１四半期  △15  42  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  8,407  3,846  43.9  618  84

22年３月期  8,503  3,956  44.6  636  31

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,689百万円 22年３月期 3,793百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 15 00  15  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 15 00  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規  －社 （社名 － ）  、除外  －社  （社名 － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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、［添付資料］３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 5,962,000株 22年３月期 5,962,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,962,000株 22年３月期１Ｑ 5,962,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア新興国の経済回復により、一部の企業に業績回復が見

られたものの、依然として、所得環境・雇用情勢は厳しい状況が続いており、また、欧州等の財政問題による金融

不安等により先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境の下、店舗照明部門においては、予定されていた新規・改装物件が一部着工されるなど明るい兆

しがあるものの、依然として百貨店等の業績不振による設備投資の抑制傾向が続いております。また、蛍光灯から

ＬＥＤ照明器具へシフトする動きがみられ、当社グループにおいてもＬＥＤ照明器具の案件が増加いたしました。

建築化照明部門においては、依然として建設業界が低迷を続けており、その結果、地域開発プロジェクトや商業施

設の建設着工数が低調に推移いたしました。また、紫外線部門においては、食品関連分野では堅調に推移し、受注

が獲得できたものの、他分野では顧客の設備投資の抑制が影響し、低調に推移いたしました。 

しかしながら、当第１四半期連結会計期間における売上高は、昨年10月営業開始した販売合弁会社の合弁先企業

の売上が加算されたこともあり、店舗照明部門にあっては1,285百万円（前年同期比31.1％増）、建築化照明部門に

あっては589百万円（同33.8％増）、紫外線部門にあっては97百万円(同1.0％増)となり、総じては1,971百万円（同

29.9％増）となりました。 

損益面では、昨年設立した販売合弁会社の事業開始以降、事務所経費、運送費、人件費等のコスト削減を進めて

きた結果、売上高に対する販売管理費の比率を前年同期の45.9％から38.3％にまで7.6ポイント下げることができま

した。その結果、営業損失は16百万円（前年同期は営業損失113百万円）、経常損失は25百万円（前年同期は経常損

失115百万円）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40百万円（前年同

期は税金等調整前四半期純損失112百万円）となり、法人税等及び少数株主損失を加減した四半期純損失は12百万円

（前年同期は四半期純損失91百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は8,407百万円となり、前連結会計年度末と比べ95百万円減少いたしました。流動資産は

5,152百万円となり、31百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が92百万円、繰延税金資産が43百万円

それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が105百万円減少したことによるものです。固定資産は3,255百万円となり、

127百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が80百万円、無形固定資産が20百万円、投資その他の資産が26

百万円それぞれ減少したことによるものです。有形固定資産では、機械装置及び運搬具が42百万円、無形固定資産

では、のれんが９百万円、投資その他の資産では、繰延税金資産が19百万円減少しております。  

当第１四半期末の負債合計は4,561百万円となり、前連結会計年度末と比べ14百万円増加いたしました。流動負債

は3,844百万円となり、66百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が425百万円増加し、短期借

入金が340百万円、１年以内返済予定の長期借入金が49百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は

717百万円となり、52百万円減少いたしました。これは主に、役員退職慰労引当金が30百万円、リース債務が12百万

円それぞれ減少したことによるものです。 

当第１四半期末の純資産合計は3,846百万円となり、前連結会計年度末と比べ110百万円減少いたしました。これ

は主に、利益剰余金が101百万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993百万円となり、前連結会計年度末と比較して92百万

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591百万円の収入（前年同期は90百万円の支出）となりました。主なプ

ラス要因は、仕入債務の増加額425百万円、売上債権の減少額105百万円、減価償却費96百万円等であり、主なマイ

ナス要因は、税金等調整前四半期純損失40百万円、たな卸資産の増加額42百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は６百万円の支出（前年同期比41.1％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７百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は492百万円の支出（前年同期は29百万円の支出）となりました。主な要

因は、短期借入金の純増減額340百万円、長期借入金の返済による支出49百万円、配当金の支払額89百万円等であり

ます。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（３）連結業績予想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は、予定されていた新規・改装物件が一部着工されているものの、依然とし

て百貨店等の業績不振による設備投資の抑制や建設業界の低迷による地域開発プロジェクト、商業施設等の建設計

画の見直しや延期等が見られております。第２四半期以降については、延期されていた物件の着工が決定されてい

るものもあり、明るい兆しが見えております。 

当社グループでは、生産体制及び業務体制の見直しによる更なるコストの削減、営業力の強化によるＬＥＤ照明

器具の拡販を図り、現状の厳しい市場環境に対応することにより、連結業績予想の達成に最大限の努力をする所存

であり、平成22年５月11日付の当社決算短信で公表いたしました連結業績予想については変更いたしません。 

上記の業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）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 

 （連結損益計算書関係） 

① 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示し

ております。 

② 前第１四半期連結累計期間まで区分掲記しておりました「生命保険配当金」（当第１四半期連結累計期間

は2,572千円）は 、営業外収益の総額の100分の20以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにいたしました。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,045,283 952,592

受取手形及び売掛金 2,193,256 2,298,724

商品及び製品 1,229,771 1,206,293

仕掛品 85,203 86,220

原材料及び貯蔵品 438,166 418,504

繰延税金資産 101,777 57,822

その他 66,185 109,147

貸倒引当金 △6,937 △8,146

流動資産合計 5,152,706 5,121,160

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 996,483 1,017,867

機械装置及び運搬具（純額） 528,935 571,087

工具、器具及び備品（純額） 122,961 136,606

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 44,618 47,786

有形固定資産合計 2,430,721 2,511,069

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 132,866 142,317

のれん 165,952 175,714

その他 20,684 21,760

無形固定資産合計 496,503 516,792

投資その他の資産   

投資有価証券 42,525 44,345

前払年金費用 54,817 57,782

繰延税金資産 195,018 214,226

その他 51,113 53,675

貸倒引当金 △15,498 △15,498

投資その他の資産合計 327,976 354,530

固定資産合計 3,255,200 3,382,393

資産合計 8,407,907 8,503,553



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,448,910 1,023,677

短期借入金 1,835,000 2,175,000

1年内返済予定の長期借入金 30,589 80,586

リース債務 51,937 51,985

未払法人税等 2,969 49,822

その他 475,006 396,601

流動負債合計 3,844,412 3,777,673

固定負債   

リース債務 138,375 151,184

退職給付引当金 514,108 521,685

役員退職慰労引当金 48,400 79,053

環境対策引当金 16,599 17,779

固定負債合計 717,483 769,702

負債合計 4,561,895 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 2,753,961 2,855,897

株主資本合計 3,690,311 3,792,247

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △778 1,450

評価・換算差額等合計 △778 1,450

少数株主持分 156,478 162,478

純資産合計 3,846,011 3,956,176

負債純資産合計 8,407,907 8,503,553



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,517,543 1,971,925

売上原価 934,580 1,233,600

売上総利益 582,963 738,324

販売費及び一般管理費 696,859 755,322

営業損失（△） △113,896 △16,998

営業外収益   

受取利息 16 15

受取配当金 93 103

生命保険配当金 2,625 －

助成金収入 － 6,301

補助金収入 12,500 －

その他 1,746 8,211

営業外収益合計 16,983 14,633

営業外費用   

支払利息 6,304 7,512

売上割引 10,111 14,061

その他 1,784 1,131

営業外費用合計 18,200 22,705

経常損失（△） △115,113 △25,071

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,136 1,208

環境対策引当金戻入額 － 1,179

有形固定資産売却益 － 292

特別利益合計 3,136 2,680

特別損失   

固定資産除却損 480 －

過年度事業税 － 3,647

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,818

早期退職費用 － 12,891

特別損失合計 480 18,356

税金等調整前四半期純損失（△） △112,457 △40,746

法人税、住民税及び事業税 2,104 1,020

法人税等調整額 △22,610 △23,260

法人税等合計 △20,506 △22,240

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △18,505

少数株主損失（△） － △5,999

四半期純損失（△） △91,951 △12,506



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △112,457 △40,746

減価償却費 97,068 96,350

のれん償却額 － 9,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） △532 △1,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,032 △4,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,785 4,467

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △1,179

受取利息及び受取配当金 △2,736 △2,691

支払利息 6,304 7,512

有形固定資産売却損益（△は益） － △292

売上債権の増減額（△は増加） 288,467 105,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,481 △42,122

仕入債務の増減額（△は減少） △198,087 425,232

その他 △95,477 34,592

小計 △104,114 590,530

利息及び配当金の受取額 2,736 2,691

利息の支払額 △5,345 △7,460

法人税等の支払額 15,950 6,011

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,773 591,772

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 △1,791 △1,894

有形固定資産の取得による支出 △9,759 △7,804

有形固定資産の売却による収入 － 339

その他 － 2,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,551 △6,797

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） 135,000 △340,000

長期借入金の返済による支出 △53,387 △49,997

リース債務の返済による支出 △7,244 △12,857

配当金の支払額 △104,335 △89,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,966 △492,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,290 92,690

現金及び現金同等物の期首残高 667,044 900,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 534,753 993,325



該当事項はありません。  

  

  

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）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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