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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 3,933 △12.2 △12 ― △16 ― 3 △94.8
23年3月期第2四半期 4,482 38.3 139 ― 123 ― 63 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △26百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 65百万円 （―％）

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 0.54 ―
23年3月期第2四半期 10.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 8,320 4,035 46.5
23年3月期 9,001 4,151 44.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,871百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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  ：  有  
詳細は、本日別途開示の「平成24年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご
覧ください。 

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 8,500 △10.7 154 △67.1 140 △67.3 90 △65.1 15.09



(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2Q 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2Q ― 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2Q 5,962,000 株 23年3月期2Q 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２四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、米国・欧州の債

務危機による円高傾向により、企業収益への影響が懸念され、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

ンス需要が大幅に減少したことと、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

が売上の大幅な減少を導きました。一方、省電力化の流れを受けたＬＥＤ照明器具につきましては、７月以降、

次々と上市した商品がマーケットから非常に好評に受け止められたことにより、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２四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2,711百万円（前年同期比

7.5％減）、建築化照明部門にあっては996百万円（同25.0％減）、紫外線部門にあっては224百万円(同1.1％増)と

なり、総じては3,933百万円（同12.2％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12百万円（前年同期は営業

利益139百万円）、経常損失は16百万円（前年同期は経常利益123百万円）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18百万円（前年同期は税金等調整前四半期純利益106百万円）となり、

法人税等及び少数株主損失を加減した四半期純利益は３百万円（前年同期比94.8％減）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の総資産は8,320百万円となり、前連結会計年度末に比べ680百万円減少いたしまし

た。流動資産は5,439百万円となり、559百万円減少いたしました。これは主に、原材料及び貯蔵品が170百万円、

商品及び製品が144百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が742百万円、現金及び預金が160百万円それぞれ

減少したことによるものです。固定資産は2,881百万円となり、121百万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54百万円、建物及び構築物が18百万円、無形固定資産ののれんが19百万円、リース

資産が15百万円それぞれ減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は4,285百万円となり、前連結会計年度末と比べ564百万円減少いたしま

した。流動負債は3,576百万円となり、549百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が193百万

円、短期借入金が165百万円、未払法人税等が125百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は709百

万円となり、14百万円減少いたしました。これは主に、役員退職慰労引当金が７百万円増加し、リース債務が23百

万円減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は4,035百万円となり、前連結会計年度末と比べ115百万円減少いたし

ました。これは主に、利益剰余金が86百万円、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。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,018百万円となり、前

第２四半期連結累計期間と比較して162百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は150百万円の収入（前年同期比83.9％減）となりました。主なプラス

要因は、売上債権の減少額742百万円、減価償却費169百万円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額

316百万円、仕入債務の減少額193百万円、法人税等の支払額144百万円、税金等調整前四半期純損失18百万円等で

あります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は19百万円の支出（同50.9％増）となりました。主なプラス要因は、定

期預金の払戻による収入10百万円等であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円等であ

ります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は282百万円の支出（同56.3％減）となりました。要因は、短期借入金

の純減額165百万円、配当金の支払額89百万円及びリース債務の返済による支出28百万円であります。 

  

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 

当第２四半期連結累計期間におきましては、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、百貨店・商業施設での蛍光ランプの間引き使用が見られ、蛍光ランプのメンテナンス需要が大幅に減少い

たしましたが、一方でＬＥＤ照明器具の売上は増加しております。また、資材不足により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、営業力の強化によるＬＥＤ

照明器具の拡販を図り、また、ＬＥＤ照明器具の生産体制につきましては、一部外注しておりました器具生産の完

全内製化を進めることにより、コスト競争力を高め収益体質の改善を目指してまいりますが、引続き百貨店・商業

施設での節電対策による蛍光ランプのメンテナンス需要が低迷することが予想されることから、本日別途開示の

「平成24年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に

関するお知らせ」のとおり業績予想の修正を行っております。 

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 1,221,548 1,060,677

受取手形及び売掛金 2,950,905 2,208,258

商品及び製品 1,060,948 1,205,563

仕掛品 91,544 92,805

原材料及び貯蔵品 481,270 652,097

繰延税金資産 137,198 149,555

その他 62,829 73,681

貸倒引当金 △7,751 △3,287

流動資産合計 5,998,494 5,439,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 936,030 917,152

機械装置及び運搬具（純額） 406,200 351,785

工具、器具及び備品（純額） 93,659 97,644

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 35,081 29,478

建設仮勘定 7,400 －

有形固定資産合計 2,216,093 2,133,781

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 125,245 109,643

のれん 136,666 117,142

その他 17,557 15,106

無形固定資産合計 456,469 418,892

投資その他の資産   

投資有価証券 53,257 47,720

前払年金費用 45,924 41,156

繰延税金資産 196,908 208,033

その他 41,430 42,922

貸倒引当金 △7,459 △11,048

投資その他の資産合計 330,062 328,784

固定資産合計 3,002,625 2,881,459

資産合計 9,001,119 8,320,812



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,985,479 1,791,959

短期借入金 1,345,000 1,180,000

リース債務 56,409 58,026

未払法人税等 152,052 26,621

その他 587,301 519,740

流動負債合計 4,126,243 3,576,347

固定負債   

リース債務 116,773 93,140

退職給付引当金 528,635 529,956

役員退職慰労引当金 61,660 69,425

環境対策引当金 16,599 16,599

固定負債合計 723,668 709,121

負債合計 4,849,911 4,285,468

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 2,938,182

株主資本合計 3,960,698 3,874,532

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 △3,435

その他の包括利益累計額合計 2,237 △3,435

少数株主持分 188,272 164,246

純資産合計 4,151,208 4,035,343

負債純資産合計 9,001,119 8,320,812



（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：千円）

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 4,482,364 3,933,359

売上原価 2,815,806 2,428,323

売上総利益 1,666,558 1,505,035

販売費及び一般管理費 1,527,279 1,517,929

営業利益又は営業損失（△） 139,278 △12,894

営業外収益   

助成金収入 17,938 11,994

貸倒引当金戻入額 － 4,464

その他 10,492 8,625

営業外収益合計 28,431 25,083

営業外費用   

支払利息 14,719 10,040

売上割引 26,020 17,244

その他 3,188 1,017

営業外費用合計 43,927 28,302

経常利益又は経常損失（△） 123,782 △16,113

特別利益   

貸倒引当金戻入額 155 －

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 1,627 81

特別損失   

固定資産除却損 604 301

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 －

減損損失 － 383

災害による損失 － 1,000

営業所閉鎖損失 － 1,142

特別損失合計 18,961 2,827

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（△）

106,448 △18,859

法人税、住民税及び事業税 65,055 21,601

法人税等調整額 △29,290 △19,699

法人税等合計 35,765 1,901

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（△）

70,682 △20,761

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,463 △24,025

四半期純利益 63,219 3,264



（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：千円）

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（△）

70,682 △20,761

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,232 △5,673

その他の包括利益合計 △5,232 △5,673

四半期包括利益 65,450 △26,434

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 57,987 △2,408

少数株主に係る四半期包括利益 7,463 △24,025



（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（△）

106,448 △18,859

減価償却費 191,151 169,620

減損損失 － 383

のれん償却額 19,523 19,523

貸倒引当金の増減額（△は減少） △257 △874

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,136 6,089

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,313 7,765

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,179 －

受取利息及び受取配当金 △2,781 △2,937

支払利息 14,719 10,040

有形固定資産除却損 604 301

有形固定資産売却損益（△は益） △292 △81

売上債権の増減額（△は増加） △233,475 742,647

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,865 △316,703

仕入債務の増減額（△は減少） 702,671 △193,520

その他 121,752 △120,265

小計 943,575 303,129

利息及び配当金の受取額 2,781 2,937

利息の支払額 △14,468 △10,220

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 7,960 △144,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 939,849 150,924

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,000

投資有価証券の取得による支出 △3,834 △3,919

有形固定資産の取得による支出 △12,014 △27,636

有形固定資産の売却による収入 339 105

その他 2,685 2,097

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,822 △19,353

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） △450,000 △165,000

長期借入金の返済による支出 △80,586 －

リース債務の返済による支出 △25,977 △28,012

配当金の支払額 △89,430 △89,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △645,993 △282,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,033 △150,871

現金及び現金同等物の期首残高 900,634 1,169,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,181,667 1,018,711



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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