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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,523 23.6 467 ― 428 ― 257 ―
22年3月期 7,703 △8.6 9 △97.7 31 △90.9 △84 ―

（注）包括利益 23年3月期 284百万円 （―％） 22年3月期 △84百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 43.25 ― 6.6 4.9 4.9
22年3月期 △14.15 ― △2.2 0.4 0.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 9,001 4,151 44.0 664.69
22年3月期 8,503 3,956 44.6 636.31

（参考） 自己資本   23年3月期  3,962百万円 22年3月期  3,793百万円

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

23年3月期 1,352 △29 △1,054 1,169
22年3月期 △517 △305 1,057 900

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 89 ― 2.3
23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 89 34.7 2.3
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 34.4

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 4,900 9.3 260 86.7 220 77.7 110 74.0 18.45
通期 9,800 2.9 530 13.3 450 5.1 260 0.8 43.60



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  

（注）詳細は、【添付資料】７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、【添付資料】21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の変更」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、【添付資料】28ページ「１株当たり情報」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 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 ― 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 5,962,000 株 22年3月期 5,962,000 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 7,500 12.7 182 ― 196 ― 100 △31.0
22年3月期 6,656 △21.0 △3 ― 7 △97.9 146 △31.8

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

23年3月期 16.92 ―
22年3月期 24.52 ―

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 7,753 3,821 49.3 641.02
22年3月期 7,685 3,809 49.6 638.96

（参考） 自己資本 23年3月期  3,821百万円 22年3月期  3,809百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続を実施しています。 

※ 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】２ページ「（１）経営成績に関する
分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,900 11.5 115 137.2 68 308.9 11.40
通期 7,800 4.0 230 17.3 135 33.8 22.64
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(1）経営成績に関する分析 

 【平成23年３月期の概況】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア新興国向けの輸出関連企業を中心とした業績回復により景気回復

に下げ止まりの動きが見られ、また、エコカー減税や家電エコポイント等により一部消費が拡大し、景気回復の兆

しが見えてまいりました。 

このような環境の下、店舗照明部門におきましては、リーマンショック以降、当社グループの収益を圧迫してお

りました百貨店等の新規出店計画・改装計画の中止及び延期の動きが見直され、集客力強化を目的に、中止、延期

されていた新規出店や改装工事が一部着工されるなど市場環境は前連結会計年度に比べ回復いたしました。新規プ

ロジェクトにおきましては、省エネタイプのＬＥＤ照明器具の採用が増加してまいりました。当社グループでは、

蛍光ランプの照明器具開発で培ったノウハウを活かし、市場ニーズに合った付加価値の高いＬＥＤ照明器具商品の

ラインアップを充実させた結果、ＬＥＤ照明器具の販売が大幅に増加いたしました。建築化照明部門におきまして

も、延期されていた地域開発プロジェクトや商業施設が一部着工に移され、また、新規プロジェクトもはじまる

等、明るい兆しが見られました。紫外線部門におきましては、顧客の設備投資の抑制の影響はあったものの、食品

関連分野では堅調に推移いたしました。 

しかしながら、３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害や混乱、更には首都圏を中心とした電力不足

の影響により、再び先行きの不透明感が出てまいりました。本震災の当連結会計年度の業績に与える影響は軽微な

ものでありましたが、今後の消費動向、経済の動きによっては次年度の業績に大きな影響を与える可能性も予想さ

れます。 

なお、東日本大震災の被災地域における当社グループの事業拠点は、販売子会社であるＤＮライティング株式会

社仙台営業所（仙台市若林区）と製造子会社であるニッポ電工株式会社（秋田県潟上市）の二箇所であります。両

拠点とも人的被害はありませんでした。ＤＮライティング株式会社仙台営業所につきましては、システム関係を含

め、被害は軽微でありましたが、周辺のインフラ状況を考慮し、一時的に営業を停止し、東京本社で顧客対応を行

いました。ニッポ電工株式会社につきましては、工場建屋及び機械設備には被害はなく、生産体制には全く問題は

なかったものの、流通網の混乱、協力工場の被災により一部の部材調達や出荷手段の確保に問題が生じましたが、

航空便やチャーター便を利用することにより、問題なく顧客対応を行うことができました。 

この結果、当連結会計年度における売上高は、店舗照明部門にあっては、6,303百万円（前連結会計年度比

29.8％増）、建築化照明部門にあっては、2,794百万円（同13.0％増）、紫外線部門にあっては、424百万円（同

13.5％増）となり、総じては、9,523百万円（同23.6％増）となりました。 

損益面では、前連結会計年度に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

削減を進めてきたことによるシナジー効果や稼働率が改善した結果、営業利益は、467百万円（前連結会計年度は

営業利益９百万円）、経常利益は、428百万円（前連結会計年度は経常利益31百万円）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当期純利益は、404百万円（前連結会計年度は税金等調整前当期純利益53

百万円）となり、法人税等及び少数株主利益を加減した当期純利益は、257百万円（前連結会計年度は当期純損失

84百万円）となりました。  

  

（次期の見通し） 

当連結会計年度におきましては、中止あるいは延期されていた百貨店や商業施設等の新規出店、改装工事が着

工される等、当社グループをめぐる市場環境は徐々に回復してまいりましたが、東日本大震災の影響により消費

マインドが低下することが予想され、その結果、百貨店等流通業界におきましては、新規出店、改装の見直し等

が行われる可能性があります。また、震災による甚大な被害は、日本経済全体に与える影響が大きく、先行きが

不透明な状況が長く続くことが予想されます。更には、震災の影響による電力供給不足が省エネ傾向を加速さ

せ、蛍光灯からＬＥＤへの切り替えが一挙に進む可能性があり、ＬＥＤ市場への新規参入も更に顕著になってき

ております。 

このような状況の下、ＬＥＤ照明への移行を商機と捕らえ、蛍光灯照明器具の開発で培ってきた当社グループ

のノウハウを活かし、よりお客様に使い勝手の良い、高付加価値の直管型ＬＥＤ照明器具の開発を更に加速さ

せ、また、従来の当社グループの商品群には無かったＬＥＤ仕様のスポットライトやダウンライトを商品ライン

アップに加えてまいります。また、蛍光灯照明器具につきましても、一層の省電力化による環境対応型商品の充

実を進めてまいります。上記の施策により、店舗全体の照明演出を視野に入れた事業展開を図り、商業施設の指

名獲得に注力してまいります。 

 その結果、現時点での通期連結業績見通しは、極めて不透明な状況ではありますが、売上高9,800百万円（当

連結会計年度比2.9％増）、営業利益530百万円（同13.3％増）、経常利益450百万円（同5.1％増）、当期純利益

260百万円（同0.8％増）を見込んでおります。 

  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 【平成23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、5,998百万円となり、前連結会計年度末に比べ877百万円増加い

たしました。前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が268百万円、受取手形及び売掛金が652百万円、原材料及

び貯蔵品が62百万円それぞれ増加し、商品及び製品が145百万円減少したことが主な要因となっております。現金

及び預金、及び受取手形及び売掛金の増加は、売上が増加したことによるもので、原材料及び貯蔵品の増加は、

原材料価格の上昇と値上がり前に原材料を購入したことによるものです。商品及び製品の減少は、商品及び製品

の在庫削減によるものです。 

  （固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,002百万円となり、前連結会計年度末に比べ379百万円減少い

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294百万円、無形固定資産が60百万円それぞれ減

少したことによるものです。有形固定資産では、建物及び構築物で81百万円、機械装置及び運搬具で164百万円、

工具、器具及び備品で42百万円それぞれ減少したことが主な要因となっております。無形固定資産では、リース

資産で17百万円、のれんで39百万円それぞれ減少したことが主な要因となっております。有形固定資産及び無形

固定資産の減少理由は、償却によるものです。 

   （流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、4,126百万円となり、前連結会計年度末に比べ348百万円増加い

たしました。前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が961百万円、未払法人税等が102百万円それぞれ増

加し、短期借入金が830百万円減少したことが主な要因となっております。支払手形及び買掛金の増加は、原材料

価格の上昇と値上がり前に原材料を購入したことと、一部の取引先の支払条件を現金から支払手形に変更したこ

とによるもので、未払法人税等の増加は、前期に中間納付額が多かったことによるものです。短期借入金の減少

は、借入金返済の進捗によるものです。 

   （固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、723百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少いたし

ました。主な要因は、リース債務が34百万円、役員退職慰労引当金が17百万円それぞれ減少したことによるもの

です。リース債務の減少は、リース債務の返済によるもので、役員退職慰労引当金の減少は、退任者への役員退

職慰労金の支払による取崩によるものです。 

  

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

会計年度に比べ351百万円増加したことや仕入債務の増加額、退職給付引当金の増加額、長期借入金の返済による

支出、短期借入金の純減額等により、前連結会計年度末に比べ268百万円増加し、当連結会計年度末には1,169百

万円（前年同期比29.9％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） 

 営業活動の結果獲得した資金は1,352百万円（前年同期は517百万円の支出）となりました。これは、主に税金

等調整前当期純利益404百万円（同661.1％増）、減価償却費376百万円（同4.3％減）、仕入債務の増加額961百万

円（前年同期は減少額２百万円）等によるものですが、売上債権の増加額652百万円（同13.5％増）、法人税等の

支払額30百万円（同39.3％減）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29百万円（前年同期は305百万円の支出）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26百万円（同77.4％減）、投資有価証券の取得による支出７百万円（同2.7％増）等による

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1,054百万円（前年同期は1,057百万円の獲得）となりました。これは、短期借

入金の純減額830百万円（前年同期は純増額1,255百万円）、長期借入金の返済による支出80百万円（同61.5％

減）、配当金の支払額89百万円（同14.3％減）、リース債務返済による支出54百万円（同22.2％増）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23年３月期におきましては、上記の方針に則り、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21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率（％）  51.7  44.6  44.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 21.0  23.5  26.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 3.0  －  1.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 18.7  －  52.4



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。 

平成23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9.7％、９月9.3％、２月10.1％、３月10.1％

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。  

   

平成23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。 

   

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

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  4,482,364  123,782  28.9 下   期  5,040,713  304,486  71.1

第１四半期  1,971,925  △25,071  △5.9 第３四半期  2,457,379  127,794  29.8

第２四半期  2,510,439  148,853  34.8 第４四半期  2,583,333  176,691  41.3

 － 通   期  9,523,077  428,268  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21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

 Ａ．総資産額（千円）  7,705,798  8,503,553  9,001,119

Ｂ．有利子負債期末残高（千円）  1,592,061  2,800,008  1,563,182

（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） ％ 20.7 ％ 32.9 ％ 17.4



 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３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。 

ダイア蛍光株式会社では、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。 

ダイア蛍光株式会社では、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23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、当社の直管型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、当社グループの商品群にはなかったＬＥＤ仕様のスポットライトやダウンライトを商品群

に加えることにより、店舗全体の演出を視野に入れた事業展開を図り、商業施設の指名獲得に注力してまいります。

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きましても、シームレスタイプのＬＥ

Ｄ照明器具を上市するとともに、屋外形（防雨型）ＬＥＤ照明器具の開発を進め、競合する照明器具メーカーのＬＥ

Ｄ照明器具の商品に対抗してまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループの主要顧客である百貨店等流通業界におきましては、新規出店や改装工事が増加し、また、テナント

ビルや商業施設におきましても新規及び改装の着工が決定される等、当社グループを取り巻く市場環境は徐々に回復

し、当社グループの業績も回復基調にありますが、東日本大震災の甚大な被害が日本経済全体に与える影響は大き

く、先行きが不透明な状況が長く続くことが予想されます。その影響は、個人消費の先行きにも影を落とし、回復の

兆しが見られた消費マインドが低下し、その結果、百貨店等の設備投資規模が縮小する可能性があります。一方、電

力供給量の不足は省エネ傾向を一段と加速させ、蛍光灯からＬＥＤへの移行が一挙におこる可能性もあります。ま

た、ＬＥＤ照明器具市場におきましては、新規参入の動きが顕著になってきております。 

このような状況の下、店舗照明部門におきましては、現行の直管型ＬＥＤ照明器具に加え、長年培ってきたノウハ

ウを活かし、お客様により満足いただける使い勝手の良い高付加価値商品の開発を更に加速するとともに、従来の蛍

光灯照明器具につきましても、より一層の省電力化を進め、競合メーカーとの差別化を図ってまいります。また、従

来の当社グループの商品群にはなかったＬＥＤ仕様のスポットライトやダウンライトを商品ラインアップに加え、店

舗全体の照明演出を視野に入れた事業展開を図ることにより、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きましては、従来のシームレスタイプの蛍光灯照明器具に加え、ＬＥＤシームレスタイプも上

市するとともに、屋外型（防雨型）ＬＥＤ照明器具も加え、指名活動の強化を図ってまいります。 

紫外線部門におきましては、殺菌ランプの商品力を高め、技術・営業が一体となった提案型営業展開を行ってまい

ります。 

海外事業におきましては、主力市場であります米国建築市場の回復の遅れにより、受注が低迷しておりますが、長

期的視野にたった販売体制の再構築を行ってまいります。 

生産部門につきましては、震災の影響により、部材調達に問題が発生する可能性がありますが、新たな供給業者、

協力工場の選定は順調に進んでおります。また、予想される夏場の電力不足への対策としては、製品群ごとの操業時

間のシフト、休日への振り替え等の実施により、製品の安定供給体制をつくってまいります。 

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

底し、内部統制の更なる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。 

３．経営方針



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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 952,592 1,221,548

受取手形及び売掛金 2,298,724 2,950,905

商品及び製品 1,206,293 1,060,948

仕掛品 86,220 91,544

原材料及び貯蔵品 418,504 481,270

繰延税金資産 57,822 137,198

その他 109,147 62,829

貸倒引当金 △8,146 △7,751

流動資産合計 5,121,160 5,998,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,258,141 2,258,571

減価償却累計額 △1,240,274 △1,322,541

建物及び構築物（純額） 1,017,867 936,030

機械装置及び運搬具 2,439,448 2,431,220

減価償却累計額 △1,868,361 △2,025,019

機械装置及び運搬具（純額） 571,087 406,200

工具、器具及び備品 987,091 1,005,401

減価償却累計額 △850,485 △911,742

工具、器具及び備品（純額） 136,606 93,659

土地 737,721 737,721

リース資産 60,032 56,942

減価償却累計額 △12,245 △21,860

リース資産（純額） 47,786 35,081

建設仮勘定 － 7,400

有形固定資産合計 2,511,069 2,216,093

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 142,317 125,245

のれん 175,714 136,666

その他 21,760 17,557

無形固定資産合計 516,792 456,469

投資その他の資産   

投資有価証券 44,345 53,257

前払年金費用 57,782 45,924

繰延税金資産 214,226 196,908

その他 53,675 41,430

貸倒引当金 △15,498 △7,459

投資その他の資産合計 354,530 330,062

固定資産合計 3,382,393 3,002,625

資産合計 8,503,553 9,001,119



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,023,677 1,985,479

短期借入金 2,175,000 1,345,000

1年内返済予定の長期借入金 80,586 －

リース債務 51,985 56,409

未払法人税等 49,822 152,052

その他 396,601 587,301

流動負債合計 3,777,673 4,126,243

固定負債   

リース債務 151,184 116,773

退職給付引当金 521,685 528,635

役員退職慰労引当金 79,053 61,660

環境対策引当金 17,779 16,599

固定負債合計 769,702 723,668

負債合計 4,547,376 4,849,911

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 2,855,897 3,024,348

株主資本合計 3,792,247 3,960,698

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,450 2,237

その他の包括利益累計額合計 1,450 2,237

少数株主持分 162,478 188,272

純資産合計 3,956,176 4,151,208

負債純資産合計 8,503,553 9,001,119



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,703,154 9,523,077

売上原価 4,725,874 5,961,996

売上総利益 2,977,280 3,561,080

販売費及び一般管理費 2,967,846 3,093,311

営業利益 9,434 467,769

営業外収益   

受取利息 188 122

受取配当金 286 341

生命保険配当金 3,468 3,384

助成金収入 60,602 19,184

補助金収入 12,500 －

退職金早期支給割引料 17,721 2,591

物品売却益 2,060 4,647

その他 7,752 6,892

営業外収益合計 104,580 37,164

営業外費用   

支払利息 27,652 26,418

売上割引 42,347 46,660

開業費 5,565 －

その他 6,497 3,586

営業外費用合計 82,062 76,665

経常利益 31,951 428,268

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,040 51

環境対策引当金戻入額 － 1,179

退職給付制度改定益 93,968 －

有形固定資産売却益 － 292

特別利益合計 98,008 1,523

特別損失   

固定資産除却損 514 610

投資有価証券評価損 15 －

減損損失 7,703 －

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

災害義援金 － 3,000

災害による損失 － 1,491

営業所閉鎖損失 50,746 1,421

環境対策引当金繰入額 17,779 －

特別損失合計 76,759 24,880

税金等調整前当期純利益 53,201 404,911

法人税、住民税及び事業税 60,119 183,819

法人税等調整額 75,002 △62,582

法人税等合計 135,122 121,236

少数株主損益調整前当期純利益 － 283,674

少数株主利益 2,478 25,794

当期純利益又は当期純損失（△） △84,398 257,880



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 283,674

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 786

その他の包括利益合計 － 786

包括利益 － 284,461

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 258,667

少数株主に係る包括利益 － 25,794



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 3,044,631 2,855,897

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

当期純利益又は当期純損失（△） △84,398 257,880

当期変動額合計 △188,733 168,450

当期末残高 2,855,897 3,024,348

株主資本合計   

前期末残高 3,980,981 3,792,247

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

当期純利益又は当期純損失（△） △84,398 257,880

当期変動額合計 △188,733 168,450

当期末残高 3,792,247 3,960,698

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,865 1,450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 786

当期変動額合計 △2,415 786

当期末残高 1,450 2,237

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 3,865 1,450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 786

当期変動額合計 △2,415 786

当期末残高 1,450 2,237



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 － 162,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162,478 25,794

当期変動額合計 162,478 25,794

当期末残高 162,478 188,272

純資産合計   

前期末残高 3,984,847 3,956,176

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

当期純利益又は当期純損失（△） △84,398 257,880

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 160,062 26,581

当期変動額合計 △28,670 195,031

当期末残高 3,956,176 4,151,208



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 53,201 404,911

減価償却費 393,384 376,512

のれん償却額 19,523 39,047

減損損失 7,703 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,418 △8,434

退職給付引当金の増減額（△は減少） △162,956 18,807

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,840 △17,393

環境対策引当金の増減額（△は減少） 17,779 △1,179

受取利息及び受取配当金 △3,943 △3,848

支払利息 27,652 26,418

有形固定資産除却損 514 610

有形固定資産売却損益（△は益） － △292

売上債権の増減額（△は増加） △574,539 △652,180

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,554 77,255

仕入債務の増減額（△は減少） △2,208 961,801

その他 △246,258 183,207

小計 △443,333 1,405,244

利息及び配当金の受取額 3,943 3,848

利息の支払額 △27,613 △25,828

法人税等の支払額 △50,924 △30,924

営業活動によるキャッシュ・フロー △517,926 1,352,339

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15,027 △7

投資有価証券の取得による支出 △7,403 △7,600

有形固定資産の取得による支出 △115,596 △26,085

有形固定資産の売却による収入 － 354

無形固定資産の取得による支出 △15,436 －

事業譲受による支出 △383,623 －

事業譲受に伴う売掛金の回収による収入 188,385 －

その他 43,160 4,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,542 △29,133

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 △830,000

長期借入金の返済による支出 △209,228 △80,586

リース債務の返済による支出 △44,377 △54,241

配当金の支払額 △104,335 △89,430

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 1,057,059 △1,054,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,590 268,948

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期末残高 900,634 1,169,582



 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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 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。 

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㈱、ＤＮライティング㈱でありま

す。 

なお、前連結会計年度において連結

子会社でありましたニッポエンジニア

リング㈱は清算したため、連結の範囲

から除いております。 

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。 

ロ たな卸資産 

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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  ：３～７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  ：４～７年 

工具、器具及び備品  ：２～15年 

  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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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（７～10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。 

（追加情報）  

当社は、従来、適格退職年金制度を設

けておりましたが、平成21年７月１日に

加入員部分を廃止し、既年金受給権者に

ついては閉鎖型適格退職年金制度へ移行

し、この移行に伴う会計処理について

は、「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を当連結会計年度において適用して

おります。 

これにより、当連結会計年度に特別利

益として93,968千円計上しております。

また、閉鎖型適格退職年金制度の数理

計算上の差異は、既年金受給権者の平均

残存年金受給期間以内の一定年数（７

年）による定額法により費用処理を行っ

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（７～10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。 

  

  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。 

ホ 環境対策引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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。  

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 

  

  

(5) のれんの償却方法及び

償却期間 

────── 

  

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。 

(6) 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。 

(7) 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。  

────── 

  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

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。  

────── 

  



(7）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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。 



  

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書関係） 

当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目を表示しております。  



(9）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。  



（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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  

（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。 

  

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円△86,814

少数株主に係る包括利益  2,478

         計  △84,336

その他有価証券評価差額金 千円△2,415

（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）

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）



前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

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。 

  

（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。 

   

（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）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）



前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23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、販売においては、主に電材店や販売代理店への販売であるため、 終ユーザーの把握

が困難であり、当社グループ製品の使用用途の把握が困難な状況にあります。 

このような理由により、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための構成単位ごとの分離された財務情報の

入手が困難であり、利益又は損失、資産及び負債等の指標については、同一セグメントに一本化して管理している

ことから、報告セグメントとして関連付けることが困難であるため、記載を省略しております。 

   

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報  

当連結グループは、蛍光ランプ及び照明器具等の製造・販売を行っており、単一の製品・サービスの区分の

外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

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。

  

３．主要な顧客ごとの情報 

特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しており

ます。  

   

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

   

（セグメント情報等）

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

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23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、販売においては、主に電材店や販売代理店への販売であるため、 終ユーザーの把握

が困難であり、当社グループ製品の使用用途の把握が困難な状況にあります。 

このような理由により、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための構成単位ごとの分離された財務情報の

入手が困難であり、利益又は損失、資産及び負債等の指標については、同一セグメントに一本化して管理している

ことから、報告セグメントとして関連付けることが困難であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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。  

    

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２．１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、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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

１株当たり純資産額        円 664.69

１株当たり当期純利益金額       円 43.25

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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円） 3,956,176  4,151,208

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
162,478  188,272

（うち新株予約権） （－） （ ） －

（うち少数株主持分） （162,478） （ ） 188,272

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,793,698  3,962,935

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
5,962,000  5,962,000

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △84,398  257,880

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当期純損失

（△）（千円） 
 △84,398  257,880

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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 485,834 807,132

受取手形 382,560 947,651

売掛金 1,773,136 1,589,879

商品及び製品 1,202,930 938,043

仕掛品 30,495 22,399

原材料及び貯蔵品 83,016 95,204

前払費用 23,743 22,042

繰延税金資産 22,142 45,311

関係会社短期貸付金 20,000 7,501

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 120,000 255,000

未収入金 34,358 39,583

未収還付法人税等 48,808 －

その他 68,014 73,385

流動資産合計 4,295,041 4,843,134

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,264,168 1,265,042

減価償却累計額 △761,655 △807,709

建物（純額） 502,512 457,333

構築物 45,302 45,302

減価償却累計額 △42,428 △43,234

構築物（純額） 2,874 2,068

機械及び装置 1,919,730 1,920,158

減価償却累計額 △1,552,896 △1,668,538

機械及び装置（純額） 366,834 251,620

車両運搬具 1,410 1,410

減価償却累計額 △1,381 △1,395

車両運搬具（純額） 28 14

工具、器具及び備品 358,434 363,984

減価償却累計額 △297,701 △321,178

工具、器具及び備品（純額） 60,732 42,806

土地 643,862 643,862

リース資産 60,032 56,942

減価償却累計額 △12,245 △21,860

リース資産（純額） 47,786 35,081

建設仮勘定 － 7,400

有形固定資産合計 1,624,631 1,440,186

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

電話加入権 2,740 2,740

ソフトウエア 82 4

リース資産 142,317 125,245

無形固定資産合計 322,140 304,990



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 44,345 53,257

関係会社株式 421,728 421,728

関係会社長期貸付金 680,000 425,000

破産更生債権等 22,933 －

前払年金費用 57,782 45,924

繰延税金資産 210,829 195,229

その他 34,812 30,109

貸倒引当金 △28,513 △5,580

投資その他の資産合計 1,443,917 1,165,669

固定資産合計 3,390,689 2,910,846

資産合計 7,685,730 7,753,981

負債の部   

流動負債   

支払手形 540,254 1,580,400

買掛金 520,527 517,785

短期借入金 1,850,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 80,586 －

リース債務 51,985 56,409

未払金 28,154 43,853

未払費用 74,100 117,214

未払法人税等 5,950 77,857

未払消費税等 － 21,293

預り金 9,360 11,553

設備関係支払手形 1,550 1,590

流動負債合計 3,162,470 3,277,957

固定負債   

リース債務 151,184 116,773

退職給付引当金 473,764 470,462

役員退職慰労引当金 71,013 50,400

環境対策引当金 17,779 16,599

固定負債合計 713,741 654,234

負債合計 3,876,212 3,932,192



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 3,378 978

繰越利益剰余金 2,243,403 2,257,286

利益剰余金合計 2,871,718 2,883,201

株主資本合計 3,808,068 3,819,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,450 2,237

評価・換算差額等合計 1,450 2,237

純資産合計 3,809,518 3,821,788

負債純資産合計 7,685,730 7,753,981



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 6,656,521 7,500,233

売上原価   

製品期首たな卸高 1,179,445 1,202,930

当期製品製造原価 5,019,284 6,071,186

合計 6,198,729 7,274,117

他勘定振替高 7,629 18,759

製品期末たな卸高 1,202,930 938,043

製品売上原価 4,988,169 6,317,313

売上総利益 1,668,352 1,182,919

販売費及び一般管理費 1,672,246 1,000,857

営業利益又は営業損失（△） △3,894 182,062

営業外収益   

受取利息 17,408 14,643

受取配当金 286 335

業務受託料 5,400 2,685

退職金早期支給割引料 17,721 2,591

助成金収入 13,267 7,078

その他 7,725 9,422

営業外収益合計 61,809 36,757

営業外費用   

支払利息 24,393 20,149

売上割引 20,975 －

その他 4,629 2,646

営業外費用合計 49,999 22,795

経常利益 7,916 196,024

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,040 1,166

事業譲渡益 251,428 －

退職給付制度改定益 93,968 －

環境対策引当金戻入額 － 1,179

特別利益合計 349,437 2,346

特別損失   

関係会社株式評価損 10,600 －

固定資産除却損 489 1

投資有価証券評価損 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 1,421

環境対策引当金繰入額 17,779 －

災害義援金 － 3,000

災害による損失 － 621

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,818

過年度事業税 － 3,647

早期退職費用 － 12,891

特別損失合計 101,107 23,400

税引前当期純利益 256,246 174,970

法人税、住民税及び事業税 18,739 82,151

法人税等調整額 91,310 △8,094

法人税等合計 110,049 74,057

当期純利益 146,196 100,913



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 2,478 3,378

当期変動額   

社会貢献活動積立金の積立 1,000 700

社会貢献活動積立金の取崩 △100 △3,100

当期変動額合計 900 △2,400

当期末残高 3,378 978

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,202,442 2,243,403

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

社会貢献活動積立金の積立 △1,000 △700

社会貢献活動積立金の取崩 100 3,100

当期純利益 146,196 100,913

当期変動額合計 40,961 13,883

当期末残高 2,243,403 2,257,286



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,829,856 2,871,718

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

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 146,196 100,913

当期変動額合計 41,861 11,483

当期末残高 2,871,718 2,883,201

株主資本合計   

前期末残高 3,766,206 3,808,068

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

当期純利益 146,196 100,913

当期変動額合計 41,861 11,483

当期末残高 3,808,068 3,819,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,865 1,450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 786

当期変動額合計 △2,415 786

当期末残高 1,450 2,237

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,865 1,450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 786

当期変動額合計 △2,415 786

当期末残高 1,450 2,237

純資産合計   

前期末残高 3,770,072 3,809,518

当期変動額   

剰余金の配当 △104,335 △89,430

当期純利益 146,196 100,913

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,415 786

当期変動額合計 39,446 12,270

当期末残高 3,809,518 3,821,788



該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

該当事項はありません。  

  

(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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