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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,786 △9.4 △59 ― △61 ― △37 ―
23年3月期第1四半期 1,971 29.9 △16 ― △25 ― △12 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △63百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △20百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △6.25 ―
23年3月期第1四半期 △2.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 8,562 3,998 44.8
23年3月期 9,001 4,151 44.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,834百万円 23年3月期  3,962百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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２ページ「１．当四半期決算に関
する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,962,000 株 23年3月期 5,962,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,962,000 株 23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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞や生活防衛意識の

高まりによる消費の自粛等が見られ、また、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、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、店舗照明部門及び建築化照明部門におきましては、東日本大震災後の電力供給量不足によ

る節電に向けての省エネ対策として、蛍光ランプの間引き使用が見られ、その影響により、蛍光ランプのメンテナ

ンス需要が低迷いたしました。更に、進行中であった建築化照明部門の案件が資材不足から先送りされたことも売

上に影響を与えました。一方、ＬＥＤ照明器具につきましては、省電力化の流れを受け、当社グループにおきまし

ても売上が大幅に増加いたしました。紫外線部門におきましては、食品関連分野で堅調に推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、店舗照明部門にあっては1,190百万円（前年同期比

7.4％減）、建築化照明部門にあっては476百万円（同19.1％減）、紫外線部門にあっては119百万円(同22.9％増)

となり、総じては1,786百万円（同9.4％減）となりました。 

損益面では、売上高の減少に伴う売上総利益の減少が影響し、その結果、営業損失は59百万円（前年同期は営業

損失16百万円）、経常損失は61百万円（前年同期は経常損失25百万円）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64百万円（前年同期は税金等調整前四半期純損失40百万円）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37百万円（前年同期は四半期純損失12百万円）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8,562百万円となり、前連結会計年度末に比べ438百万円減少いたしました。流動資産

は5,624百万円となり、373百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が109百万円、商品及び製品が196

百万円、原材料及び貯蔵品が42百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が737百万円減少したことによるもの

です。固定資産は2,937百万円となり、64百万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産の機械装置及び運

搬具が19百万円、無形固定資産のリース資産が10百万円、のれんが９百万円、投資その他の資産の繰延税金資産が

９百万円それぞれ減少したことによるものです。 

当第１四半期末の負債合計は4,564百万円となり、前連結会計年度末と比べ285百万円減少いたしました。流動負

債は3,850百万円となり、275百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が130百万円増加し、支払手形及

び買掛金が203百万円、未払法人税等が149百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は714百万円と

なり、９百万円減少いたしました。これは主に、役員退職慰労引当金が３百万円増加し、リース債務が14百万円減

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3,998百万円となり、前連結会計年度末と比べ152百万円減少いたしました。これ

は主に、利益剰余金が126百万円、少数株主持分が24百万円それぞれ減少したことによるものです。 

  

（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１四半期連結累計期間におきましては、蛍光ランプのメンテナンス需要は低迷しましたが、ＬＥＤ照明器具

の売上は増加しています。また、先送りされていた建築化照明部門の案件も再開されております。 

当社グループでは、付加価値の高いＬＥＤ照明器具のラインアップを更に充実させ、また、営業力の強化による

ＬＥＤ照明器具の拡販を図り、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23年５月10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．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,221,548 1,331,168

受取手形及び売掛金 2,950,905 2,213,623

商品及び製品 1,060,948 1,257,261

仕掛品 91,544 93,515

原材料及び貯蔵品 481,270 523,454

繰延税金資産 137,198 151,154

その他 62,829 57,799

貸倒引当金 △7,751 △3,084

流動資産合計 5,998,494 5,624,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 936,030 937,438

機械装置及び運搬具（純額） 406,200 386,422

工具、器具及び備品（純額） 93,659 91,148

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 35,081 32,279

建設仮勘定 7,400 1,140

有形固定資産合計 2,216,093 2,186,151

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 125,245 114,643

のれん 136,666 126,904

その他 17,557 16,137

無形固定資産合計 456,469 434,686

投資その他の資産   

投資有価証券 53,257 52,417

前払年金費用 45,924 43,540

繰延税金資産 196,908 187,007

その他 41,430 45,724

貸倒引当金 △7,459 △11,674

投資その他の資産合計 330,062 317,015

固定資産合計 3,002,625 2,937,853

資産合計 9,001,119 8,562,746



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,985,479 1,782,340

短期借入金 1,345,000 1,475,000

リース債務 56,409 56,591

未払法人税等 152,052 2,928

その他 587,301 533,575

流動負債合計 4,126,243 3,850,436

固定負債   

リース債務 116,773 102,631

退職給付引当金 528,635 529,313

役員退職慰労引当金 61,660 65,542

環境対策引当金 16,599 16,599

固定負債合計 723,668 714,086

負債合計 4,849,911 4,564,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 527,850 527,850

資本剰余金 408,500 408,500

利益剰余金 3,024,348 2,897,608

株主資本合計 3,960,698 3,833,958

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,237 610

その他の包括利益累計額合計 2,237 610

少数株主持分 188,272 163,654

純資産合計 4,151,208 3,998,223

負債純資産合計 9,001,119 8,562,746



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,971,925 1,786,592

売上原価 1,233,600 1,071,586

売上総利益 738,324 715,006

販売費及び一般管理費 755,322 774,965

営業損失（△） △16,998 △59,959

営業外収益   

助成金収入 6,301 3,605

貸倒引当金戻入額 － 4,666

その他 8,331 4,950

営業外収益合計 14,633 13,223

営業外費用   

支払利息 7,512 4,841

売上割引 14,061 9,433

その他 1,131 493

営業外費用合計 22,705 14,768

経常損失（△） △25,071 △61,504

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,208 －

環境対策引当金戻入額 1,179 －

有形固定資産売却益 292 81

特別利益合計 2,680 81

特別損失   

固定資産除却損 － 183

減損損失 － 383

営業所閉鎖損失 － 1,070

災害による損失 － 1,000

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 18,356 2,637

税金等調整前四半期純損失（△） △40,746 △64,060

法人税、住民税及び事業税 1,020 836

法人税等調整額 △23,260 △2,970

法人税等合計 △22,240 △2,133

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △18,505 △61,927

少数株主損失（△） △5,999 △24,617

四半期純損失（△） △12,506 △37,309



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △18,505 △61,927

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,228 △1,627

その他の包括利益合計 △2,228 △1,627

四半期包括利益 △20,734 △63,554

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △14,735 △38,936

少数株主に係る四半期包括利益 △5,999 △24,617



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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