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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 10,877 5.7 57 ― 60 ― △71 ―

22年3月期第2四半期 10,294 △8.5 △377 ― △333 ― △490 ―

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2四半期 △11.86 ―

22年3月期第2四半期 △81.39 ―

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2四半期 22,370 14,971 66.9 2,485.00
22年3月期 21,420 15,054 70.3 2,498.87

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,970百万円 22年3月期  15,144百万円

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  
 

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00

23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 15.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 22,600 3.9 320 ― 330 ― 160 ― 26.56



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 7,611,000株 22年3月期  7,611,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 1,586,736株 22年3月期  1,586,657株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 6,024,310株 22年3月期2Q 6,024,467株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復が見られてきましたが、世界経済の

減速、円高の進行などにより、景気回復のペースが鈍化しております。 

当企業グループの業績に大きな影響を与える住宅投資においては、フラット35S や住宅エコポイント

の適用期間延長といった経済対策の効果が見られ、新設住宅着工戸数は前年実績を上回る推移となりま

した。 

このような状況の中、当企業グループにおいては、６月にLED照明器具を中心とした各種新製品を発

売、７月以降もLEDを搭載した新製品を毎月発売し、増販を図るとともに、コストダウンや経費削減に

努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,877百万円(前年同四半期比5.7％増)、営業利益

57百万円(前年同四半期は営業損失377百万円)、経常利益60百万円(前年同四半期は経常損失333百万

円)、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額76百万円、資産除去債務の対象となった物件の一部に

ついて、アスベストの除去を当初の予定時期よりも著しく早期に実施することによる差額40百万円を特

別損失に計上したこと等により、四半期純損失は71百万円(前年同四半期は四半期純損失490百万円)と

なりました。 

なお、当企業グループは照明器具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、セグメント情報の記載を省略しておりますが、機種別の業績につきましては次のとおりでありま

す。 

（白熱灯照明器具） 

白熱灯照明器具につきましては、エネルギー消費効率の良いLED照明器具に需要がシフトするよう、

取扱いを縮小いたしました。 

この結果、売上高は前年同四半期に比べ14.8％減の2,162百万円となりました。 

（蛍光灯照明器具） 

蛍光灯照明器具につきましては、新設住宅着工の回復により堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は前年同四半期に比べ4.9％増の6,294百万円となりました。 

（高圧放電灯照明器具・その他） 

高圧放電灯照明器具・その他につきましては、約200点のLED照明器具新製品を６月から発売し、７月

以降もダウンライトや防犯灯などLEDを搭載した省エネ志向の新製品を市場投入し、増販に向けて積極

的な取り組みを展開いたしました。 

この結果、売上高は前年同四半期に比べ38.1％増の2,420百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末における資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて706百

万円増加し22,370百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加500百万円や商品及び製品の

増加358百万円に加えて、原材料及び貯蔵品が114百万円増加したことに対して、受取手形及び売掛金

が262百万円減少したこと等によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて880百

万円増加し7,399百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が727百万円増加したこと等に

よるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて173

百万円減少し14,971百万円となりました。これは主に利益剰余金131百万円やその他有価証券評価差

額金42百万円が減少したこと等によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、

4,824百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況及び要因は次の通りであります。 

営業活動による資金の増加は650百万円(前年同四半期は638百万円の減少)となりました。この主な

要因は、減価償却費304百万円や売上債権の減少262百万円に加えて仕入債務の増加773百万円による

資金の増加に対し、たな卸資産の増加による支出514百万円により資金が減少したこと等によるもの

です。 

投資活動による資金の減少は372百万円(前年同四半期は118百万円の減少)となりました。この主な

要因は、定期預金の預入による支出300百万円や有形固定資産の取得による支出57百万円により資金

が減少したこと等によるものです。 

財務活動による資金の減少は77百万円(前年同四半期は132百万円の減少)となりました。この主な

要因は、配当金の支払61百万円により資金が減少したこと等によるものです。 

  

最近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月13日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析 

(資産)

(負債)

(純資産)

② キャッシュ・フローの状況

(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)

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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。 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異

等発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ1,364千円減少し、税

金等調整前四半期純損失は78,169千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は90,598千円であります。 

  

（四半期連結損益計算書関係) 

「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)に基づき財務諸表等規

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)の適用に伴い、当第２四半期連結

会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」、当第２四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。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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

② 経過勘定項目の算定方法

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,125,446 4,624,973

受取手形及び売掛金 3,919,148 4,182,071

商品及び製品 3,061,449 2,702,886

仕掛品 181,706 140,816

原材料及び貯蔵品 674,548 559,962

その他 425,475 284,619

貸倒引当金 △5,308 △5,355

流動資産合計 13,382,466 12,489,975

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,245,136 4,379,284

機械装置及び運搬具（純額） 133,920 161,168

土地 2,097,911 2,097,911

その他（純額） 352,237 307,453

有形固定資産合計 6,829,205 6,945,817

無形固定資産 1,132,175 1,155,141

投資その他の資産

投資有価証券 747,006 797,224

その他 300,917 299,847

貸倒引当金 △20,960 △23,901

投資その他の資産合計 1,026,964 1,073,170

固定資産合計 8,988,345 9,174,128

資産合計 22,370,811 21,664,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,454,518 3,726,690

短期借入金 4,296 4,296

未払法人税等 31,022 78,360

賞与引当金 258,973 238,176

その他 910,046 813,789

流動負債合計 5,658,856 4,861,312

固定負債

長期借入金 30,470 32,618

退職給付引当金 444,393 367,332

役員退職慰労引当金 133,428 127,958

その他 1,132,584 1,130,022

固定負債合計 1,740,875 1,657,931

負債合計 7,399,732 6,519,244
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,105,500 3,105,500

資本剰余金 2,890,655 2,890,655

利益剰余金 10,352,117 10,483,817

自己株式 △1,393,349 △1,393,299

株主資本合計 14,954,924 15,086,672

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,342 58,136

評価・換算差額等合計 15,342 58,136

少数株主持分 813 49

純資産合計 14,971,079 15,144,859

負債純資産合計 22,370,811 21,664,103
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 10,294,271 10,877,061

売上原価 6,515,545 6,824,969

売上総利益 3,778,725 4,052,092

販売費及び一般管理費 4,156,381 3,995,086

営業利益又は営業損失（△） △377,655 57,005

営業外収益

受取利息 393 131

受取配当金 17,664 13,543

デリバティブ評価益 9,728 775

その他 29,040 23,571

営業外収益合計 56,826 38,021

営業外費用

支払利息 3,351 3,182

投資事業組合運用損 3,101 －

借地権償却 － 23,809

その他 6,426 7,889

営業外費用合計 12,879 34,881

経常利益又は経常損失（△） △333,708 60,145

特別損失

固定資産除却損 3,938 93

投資有価証券評価損 132,744 －

会員権売却損 300 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 76,804

資産除去債務履行時差額 － 40,991

特別損失合計 136,982 117,890

税金等調整前四半期純損失（△） △470,691 △57,744

法人税、住民税及び事業税 36,826 19,397

法人税等調整額 △17,199 △6,450

法人税等合計 19,627 12,947

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,692

少数株主利益 － 763

四半期純損失（△） △490,318 △71,456
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 5,555,899 5,749,920

売上原価 3,513,341 3,571,329

売上総利益 2,042,557 2,178,590

販売費及び一般管理費 2,092,912 1,995,209

営業利益又は営業損失（△） △50,355 183,381

営業外収益

受取利息 393 131

受取配当金 1,355 1,307

デリバティブ評価益 － 6,866

助成金収入 8,147 －

その他 11,553 7,338

営業外収益合計 21,450 15,643

営業外費用

支払利息 1,533 1,501

借地権償却 － 23,809

デリバティブ評価損 179 －

その他 3,068 3,827

営業外費用合計 4,781 29,138

経常利益又は経常損失（△） △33,686 169,886

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 8,020

特別利益合計 － 8,020

特別損失

固定資産除却損 3,802 －

投資有価証券評価損 132,744 －

資産除去債務履行時差額 － 40,991

特別損失合計 136,547 40,991

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（△）

△170,233 136,914

法人税、住民税及び事業税 3,406 △3,520

法人税等調整額 6,374 22,687

法人税等合計 9,780 19,167

少数株主損益調整前四半期純利益 － 117,747

少数株主利益 － 450

四半期純利益又は四半期純損失（△） △180,014 117,296
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９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（△） △470,691 △57,744

減価償却費 295,678 304,572

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,649 △2,988

受取利息及び受取配当金 △18,057 △13,675

支払利息 3,351 3,182

デリバティブ評価損益（△は益） △9,728 △775

固定資産除却損 3,938 93

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 76,804

資産除去債務履行時差額 － 40,991

投資有価証券評価損益（△は益） 132,744 －

売上債権の増減額（△は増加） 333,354 262,923

たな卸資産の増減額（△は増加） 136,105 △514,039

仕入債務の増減額（△は減少） △804,900 773,565

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,544 77,060

その他 △241,639 △244,254

小計 △587,650 705,717

利息及び配当金の受取額 17,975 13,638

利息の支払額 △557 △502

法人税等の支払額 △68,364 △68,682

営業活動によるキャッシュ・フロー △638,597 650,171

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 － △300,000

有形固定資産の取得による支出 △88,731 △57,188

無形固定資産の取得による支出 △31,260 △15,056

その他 1,786 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,205 △372,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △2,812 △2,148

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,018 △14,164

自己株式の取得による支出 △121 △49

配当金の支払額 △120,521 △61,092

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,473 △77,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △889,275 200,472

現金及び現金同等物の期首残高 3,971,858 4,623,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,082,582 4,824,443
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該当事項はありません。 

  

当企業グループは、照明器具の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記

載を省略しております。 

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日)を適用しております。  

  

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

(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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