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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年３月21日～平成23年９月20日） 
（１）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２四半期 4,880 (8.3) △24 (－) 21 (－) 2 (－)
23年３月期第２四半期 4,507 (2.3) △58 (－) △9 (－) △16 (－)

 

 
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２四半期 0.59 －
23年３月期第２四半期 △3.77 －

 
（２）財政状態 

 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

24年３月期第２四半期 4,901 1,937 39.5 441.85
23年３月期 5,297 1,946 36.7 444.00

(参考)自己資本 24年３月期第２四半期 1,937百万円 23年３月期 1,946百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 3.00 3.00   
24年３月期 － 0.00   

24年３月期(予想)   － 5.00 5.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成24年３月期の業績予想（平成23年３月21日～平成24年３月20日） 

（％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 
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 10,400 (6.4) 5 (－) 80 (75.1) 40 (457.2) 9.12

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）簡便な会計処理及び四半期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。 
 

（２）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・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「四半期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。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 4,411,000株 23年３月期 4,411,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 26,991株 23年３月期 26,844株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期２Ｑ 4,384,058株 23年３月期２Ｑ 4,385,251株

 
※ 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すが、この四半期決算短信
の開示時点において、四半期財務諸表に対するレビューを実施中であります。 

 

※ 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見通し等の将来に関する記述は、本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があり
ます。業績予想に関する事項については２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

 

 

 

 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  6

（第２四半期会計期間） ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

愛光電気株式会社（9909）　平成24年３月期第２四半期決算短信（非連結）

- 1 -



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、今年３月に発生した東日本大震災及び原発事故の影響に加え、世

界的な景気減速懸念や円高の進行等により、先行きが不透明な状況で推移しました。 

 東日本大震災の損害について当社の属する電設資材卸売業界におきましても原材料の不足等からくる商品供給不

足や、原材料の値上がりに伴う製品の値上等が懸念され、厳しい状況が続いております。 

 当社においては毎年５月に実施していた展示即売会が震災の影響により秋季に延期になったものの、2011サマー

セールの実施等により、電材関連の売上が進捗した他、ＬＥＤ関連の販売も好調に推移いたしました。これにより

当第２四半期累計期間における売上高は4,880百万円（前年同期比8.3％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上総利益は売上高と同様に順調に推移いたしました。経費につきましては、貸倒引当

金の繰入があり、販売費及び一般管理費の総額は前年同四半期に比べ増加いたしました。利益額全般においては前

年同期を上回る結果となり、営業損失24百万円（前年同期は営業損失58百万円）となり、経常利益21百万円（前年

同期は経常損失9百万円）、四半期純利益は2百万円（前年同期は四半期純損失16百万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末の総資産は4,901百万円となり、前事業年度末に比べ395百万円減少いたしました。流動

資産は3,828百万円となり、410百万円減少いたしました。主な要因は売上債権の減少です。固定資産は1,073百万

円となり、前事業年度末に比べ15百万円増加いたしました。主な要因は営業債権の長期化によるものです。 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は2,964百万円となり、前事業年度末に比べ385百万円減少いたしました。流

動負債は仕入債務の減少と短期借入金の減少等により2,774百万円となり、前事業年度末に比べ396百万円減少いた

しました。固定負債は前事業年度末に比べ10百万円増加しております。 

 これらにより当第２四半期会計期間末の純資産の部は1,937百万円となり、前事業年度末と比べ9百万円減少いた

しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期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）は、前事業年度末と比べて108百

万円増加し、713百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果増加した資金は222百万円（前年同期は126百万円の増加）となりました。これは主に、売上債権

の回収によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は0百万円（前年同期は3百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は113百万円（前年同期は63百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入

金の減少によるものであります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年10月20日付で、平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想数値を修正しておりますが、通期の業績

予想につきましては、現時点におきまして平成23年４月28日付で発表いたしました業績予想数値に変更はありませ

ん。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の算定方法 

 法人税、住民税及び事業税の納付税額の算定に関して、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

しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度決算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しています。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

③ たな卸資産の評価方法 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 713,165 604,918

受取手形 1,375,855 1,576,696

売掛金 1,390,474 1,742,182

商品 275,512 220,708

その他 93,625 108,780

貸倒引当金 △20,603 △14,766

流動資産合計 3,828,029 4,238,520

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 228,700 235,540

土地 415,040 415,040

その他（純額） 23,765 25,862

有形固定資産合計 667,505 676,443

無形固定資産 18,452 21,147

投資その他の資産   

投資有価証券 48,595 46,642

関係会社株式 － 2,500

その他 442,915 391,800

貸倒引当金 △103,732 △79,895

投資その他の資産合計 387,779 361,047

固定資産合計 1,073,737 1,058,638

資産合計 4,901,767 5,297,159
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 359,812 448,695

買掛金 710,191 833,933

短期借入金 1,500,000 1,600,000

賞与引当金 45,000 60,000

その他 159,411 227,922

流動負債合計 2,774,415 3,170,551

固定負債   

退職給付引当金 132,849 125,927

役員退職慰労引当金 57,443 54,098

固定負債合計 190,292 180,025

負債合計 2,964,707 3,350,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,650 611,650

資本剰余金 691,950 691,950

利益剰余金 648,935 659,495

自己株式 △8,489 △8,459

株主資本合計 1,944,046 1,954,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,986 △8,053

評価・換算差額等合計 △6,986 △8,053

純資産合計 1,937,059 1,946,581

負債純資産合計 4,901,767 5,297,159
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 4,507,374 4,880,549

売上原価 3,768,518 4,082,872

売上総利益 738,855 797,677

販売費及び一般管理費 797,553 822,391

営業損失（△） △58,697 △24,714

営業外収益   

仕入割引 57,197 57,892

その他 10,802 6,460

営業外収益合計 67,999 64,352

営業外費用   

支払利息 4,554 4,046

売上割引 13,997 14,344

その他 446 97

営業外費用合計 18,998 18,488

経常利益又は経常損失（△） △9,696 21,150

特別利益   

貸倒引当金戻入額 405 －

特別利益合計 405 －

特別損失   

投資有価証券評価損 309 －

有形固定資産除却損 455 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,758

特別損失合計 765 1,758

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △10,056 19,391

法人税、住民税及び事業税 7,608 10,112

法人税等調整額 △1,130 6,686

法人税等合計 6,477 16,798

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,534 2,592
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 2,356,215 2,638,880

売上原価 1,968,304 2,211,765

売上総利益 387,911 427,114

販売費及び一般管理費 369,521 395,105

営業利益 18,390 32,009

営業外収益   

仕入割引 27,719 30,651

その他 6,921 3,444

営業外収益合計 34,641 34,096

営業外費用   

支払利息 2,226 2,014

売上割引 7,139 6,766

その他 427 23

営業外費用合計 9,794 8,804

経常利益 43,237 57,301

特別利益   

貸倒引当金戻入額 195 －

特別利益合計 195 －

特別損失   

有形固定資産除却損 62 －

特別損失合計 62 －

税引前四半期純利益 43,370 57,301

法人税、住民税及び事業税 5,425 8,023

法人税等調整額 17,530 20,345

法人税等合計 22,955 28,368

四半期純利益 20,414 28,932
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△10,056 19,391

減価償却費 22,537 15,221

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,907 6,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,444 3,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,364 29,674

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000 △15,000

受取利息及び受取配当金 △2,328 △2,517

支払利息 4,554 4,046

投資有価証券評価損益（△は益） 309 －

有形固定資産除却損 455 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,758

売上債権の増減額（△は増加） 364,065 552,549

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,649 △54,803

前払費用の増減額（△は増加） △2,658 △2,554

未収入金の増減額（△は増加） 5,547 7,242

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,758 1,942

破産更生債権等の増減額（△は増加） △18,899 △54,381

仕入債務の増減額（△は減少） △275,922 △212,625

未払金の増減額（△は減少） △1,975 4,970

未払費用の増減額（△は減少） 2,880 △1,800

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,041 △15,082

預り金の増減額（△は減少） △873 812

その他 2,342 3,381

小計 114,440 292,492

利息及び配当金の受取額 2,296 2,516

利息の支払額 △4,707 △3,895

法人税等の支払額 △1,972 △68,654

法人税等の還付額 16,487 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,544 222,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,844 △3,338

無形固定資産の取得による支出 △1,980 △1,770

投資有価証券の取得による支出 △174 △174

関係会社株式の売却による収入 － 2,500

貸付けによる支出 △620 －

貸付金の回収による収入 1,887 1,755

その他 633 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,097 △980

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） △50,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △286 △29

配当金の支払額 △12,997 △13,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,284 △113,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,162 108,247

現金及び現金同等物の期首残高 621,675 604,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 681,837 713,165
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 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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