
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 岩崎電気株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6924 URL http://www.iwasaki.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渡邊 文矢

問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 齋藤 洋 TEL 03-5847-8611
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 22,949 △4.0 △152 ― △330 ― △353 ―

23年3月期第2四半期 23,912 11.0 467 ― 306 ― 398 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △339百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 107百万円 （―％）

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2四半期 △4.76 ―

23年3月期第2四半期 5.38 ―

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 57,600 19,929 32.3 250.02
23年3月期 62,620 20,302 30.2 255.15

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  18,598百万円 23年3月期  18,929百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 56,000 3.4 1,200 △59.8 800 △69.1 500 △71.1 6.74



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異
なる場合があります。 

4.  その他

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2Q 78,219,507 株 23年3月期 78,219,507 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,831,974 株 23年3月期 4,027,603 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 74,289,719 株 23年3月期2Q 74,195,734 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの緩や

かに持ち直しつつありますが、欧州債務問題や円高・株安の影響、海外景気の下振れ等先行き不透明な状況が続い

ております。 

このような状況の下で、当社グループは、海外ビジネスの拡大、事業収益構造の再構築、ＬＥＤ事業の強化拡大

及びＨＩＤ光源の更なる進化等に取り組んでまいりました。 

これらの結果、売上高は22,949百万円（前年同期は23,912百万円で4.0%の減少）、営業損失152百万円（前年同

期は営業利益467百万円で620百万円の悪化）、経常損失330百万円（前年同期は経常利益306百万円で636百万円の

悪化）となりました。当四半期純損失は、特別利益に主に負ののれん発生益16百万円他を計上し、特別損失に投資

有価証券評価損17百万円他を計上した結果、353百万円（前年同期は四半期純利益398百万円で752百万円の悪化）

となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は57,600百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,020百万円の減

少となりました。その主な要因は、資産の部では現金及び預金の減少2,916百万円、受取手形及び売掛金の減少

2,862百万円等であります。負債の部では支払手形及び買掛金の減少3,320百万円等であります。純資産の部は372

百万円減少しております。主な内訳は、当四半期純損失353百万円による利益剰余金の減少であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期累計期間（連結・個別）の業績予想を修正しております。詳細は平成23年10月28日

付けで、開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、平成24年３月期の通期業績予想は、平成23年５月12日開示の内容から変更ありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はない。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、原則として、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

る。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はない。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,731 10,814

受取手形及び売掛金 14,523 11,661

商品及び製品 5,725 6,128

仕掛品 1,713 1,605

原材料及び貯蔵品 3,306 3,651

その他 2,084 2,578

貸倒引当金 △68 △46

流動資産合計 41,016 36,393

固定資産   

有形固定資産   

土地 10,605 10,605

その他（純額） 6,700 6,420

有形固定資産合計 17,305 17,025

無形固定資産 568 534

投資その他の資産 3,729 3,646

固定資産合計 21,604 21,206

資産合計 62,620 57,600

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,761 8,441

短期借入金 1,109 1,290

1年内返済予定の長期借入金 2,865 2,855

未払法人税等 459 294

賞与引当金 368 572

災害損失引当金 288 43

その他 3,051 2,708

流動負債合計 19,904 16,205

固定負債   

長期借入金 6,095 5,935

退職給付引当金 10,747 10,157

その他の引当金 237 237

負ののれん 154 73

資産除去債務 67 73

その他 5,110 4,987

固定負債合計 22,413 21,464

負債合計 42,317 37,670



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,174 6,189

利益剰余金 3,600 3,246

自己株式 △939 △908

株主資本合計 17,476 17,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 344 273

土地再評価差額金 2,593 2,593

為替換算調整勘定 △1,484 △1,437

その他の包括利益累計額合計 1,453 1,429

少数株主持分 1,372 1,331

純資産合計 20,302 19,929

負債純資産合計 62,620 57,600



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 23,912 22,949

売上原価 16,788 16,399

売上総利益 7,123 6,549

販売費及び一般管理費 6,656 6,702

営業利益又は営業損失（△） 467 △152

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 39 45

負ののれん償却額 103 80

持分法による投資利益 － 29

その他 101 75

営業外収益合計 254 237

営業外費用   

支払利息 148 145

持分法による投資損失 3 －

退職給付会計基準変更時差異の処理額 156 156

その他 107 114

営業外費用合計 415 415

経常利益又は経常損失（△） 306 △330

特別利益   

固定資産売却益 501 11

負ののれん発生益 － 16

その他 14 1

特別利益合計 516 29

特別損失   

固定資産除売却損 59 23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

投資有価証券評価損 213 17

その他 4 2

特別損失合計 321 43

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（△）

500 △345

法人税等 85 △29

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

414 △315

少数株主利益 16 38

四半期純利益又は四半期純損失（△） 398 △353



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

414 △315

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101 △71

為替換算調整勘定 △137 18

持分法適用会社に対する持分相当額 △68 28

その他の包括利益合計 △307 △24

四半期包括利益 107 △339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 92 △377

少数株主に係る四半期包括利益 15 37



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

500 △345

減価償却費 892 802

負ののれん償却額 △103 △96

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △27

受取利息及び受取配当金 △48 △50

支払利息 152 147

為替差損益（△は益） 23 15

持分法による投資損益（△は益） 3 △29

有形固定資産除売却損益（△は益） △441 11

投資有価証券評価損益（△は益） 213 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,562 2,939

たな卸資産の増減額（△は増加） △877 △640

仕入債務の増減額（△は減少） △4,091 △3,324

その他 741 △1,318

小計 562 △1,898

利息及び配当金の受取額 52 57

利息の支払額 △161 △148

法人税等の支払額 △115 △409

営業活動によるキャッシュ・フロー 339 △2,398

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 △549 △428

有形固定資産の売却による収入 566 14

投資有価証券の取得による支出 △23 △3

貸付けによる支出 △9 △3

貸付金の回収による収入 16 21

その他 151 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー 151 △469

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,981 2,480

短期借入金の返済による支出 △2,384 △2,303

長期借入金の返済による支出 △115 △170

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 － △40

その他 △50 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △568 △40

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152 △2,916

現金及び現金同等物の期首残高 11,168 12,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,016 10,013



該当事項はない。 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第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） 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△838百万円は、セグメント間利益の調整額△８百万円、報告セグメントに配分し 

ない全社費用846百万円等である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△827百万円は、報告セグメントに配分しない全社費用等である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。 

該当事項はない。 

該当事項はない。 

地域別売上高 

当第２四半期連結累計期間の地域別売上高は、次のとおりである。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）（単位：百万円） 

  

以上 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 
(注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２） 照明 光応用 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 14,403 9,508  23,912  － 23,912

  セグメント間の内部売上高又は振替高 0 －  0  △0 －

計 14,404 9,508  23,912  △0  23,912

 セグメント利益 162 1,143  1,306  △838 467

  

報告セグメント 
調整額 
(注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２） 照明 光応用 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 14,500 8,449  22,949  － 22,949

  セグメント間の内部売上高又は振替高 38 5  44  △44 －

計 14,538 8,454  22,993  △44  22,949

 セグメント利益 175 499  675  △827 △152

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

日本 北米 アジア ヨーロッパ その他 計 

 18,126  1,769  2,558  227  266  22,949
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