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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 6,026 △13.2 △7 ― △17 ― △11 ―
23年3月期第3四半期 6,939 31.0 281 ― 251 ― 139 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △54百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 149百万円 （―％）

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3四半期 △1.93 ―
23年3月期第3四半期 23.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,774 4,007 44.0
23年3月期 9,001 4,151 44.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,856百万円 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  ：  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 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3Q 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3Q ― 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3Q 5,962,000 株 23年3月期3Q 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３四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、企業収益の悪化が懸念され、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、東日本大震災後の節電対策によって第

２四半期連結累計期間で大幅に減少した蛍光ランプのメンテナンス需要は、下げ止まり傾向にはあるものの、全面

回復には至りませんでした。更に、先送りされていた建築化照明部門の案件につきましては、一部着工されている

ものの、先送り傾向は続いております。 

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、平成23年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３四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3,846百万円（前年同期比

16.4％減）、建築化照明部門にあっては1,850百万円（同8.0％減）、紫外線部門にあっては329百万円(同1.7％増)

となり、総じては6,026百万円（同13.2％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７百万円（前年同期は営業

利益281百万円）、経常損失は17百万円（前年同期は経常利益251百万円）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20百万円（前年同期は税金等調整前四半期純利益234百万円）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11百万円（前年同期は四半期純利益139百万円）となりまし

た。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は8,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ226百万円減少いたしまし

た。流動資産は5,964百万円となり、33百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が157百万円、商品及

び製品が133百万円、原材料及び貯蔵品が183百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が598百万円減少したこ

とによるものです。固定資産は2,809百万円となり、192百万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82百万円、無形固定資産ののれんが29百万円、投資その他の資産の繰延税金資産が10百万円そ

れぞれ減少したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は4,767百万円となり、前連結会計年度末と比べ82百万円減少いたしま

した。流動負債は4,047百万円となり、78百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が212百万円

増加し、未払法人税等が149百万円、その他に含まれている未払費用が137百万円それぞれ減少したことによるもの

です。固定負債は719百万円となり、４百万円減少いたしました。これは主に、役員退職慰労引当金が11百万円増

加し、リース債務が18百万円減少したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,007百万円となり、前連結会計年度末と比べ143百万円減少いたし

ました。これは主に、利益剰余金が100百万円、少数株主持分が37百万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 

当第３四半期連結累計期間におきましては、東日本大震災後の節電対策として、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、現状では下げ止まり傾向

にあります。一方、省電力化の流れを受けてＬＥＤ照明器具の売上は増加傾向にあります。更に、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、今後、その動きは加速していくものと思われます。当社グループで

は、市場で急速に普及しているにもかかわらず当社のラインアップになかったＬＥＤスポットライトやダウンライ

ト、器具交換の要らないＬＥＤランプ（ハロゲンランプタイプやシームレスラインランプ及びエースラインランプ

タイプ等）も次々と上市しております。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、連結業績予想達成に

向けて最大限努力する所存であり、連結業績予想につきまし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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,221,548 1,379,499

受取手形及び売掛金 2,950,905 2,352,525

商品及び製品 1,060,948 1,194,936

仕掛品 91,544 119,720

原材料及び貯蔵品 481,270 665,074

繰延税金資産 137,198 134,532

その他 62,829 121,791

貸倒引当金 △7,751 △3,297

流動資産合計 5,998,494 5,964,783

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 936,030 896,706

機械装置及び運搬具（純額） 406,200 323,691

工具、器具及び備品（純額） 93,659 94,447

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 35,081 31,629

建設仮勘定 7,400 1,962

有形固定資産合計 2,216,093 2,086,159

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 125,245 117,299

のれん 136,666 107,380

その他 17,557 14,218

無形固定資産合計 456,469 415,899

投資その他の資産   

投資有価証券 53,257 50,880

前払年金費用 45,924 38,771

繰延税金資産 196,908 186,444

その他 41,430 43,022

貸倒引当金 △7,459 △11,219

投資その他の資産合計 330,062 307,899

固定資産合計 3,002,625 2,809,958

資産合計 9,001,119 8,774,742



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,985,479 2,198,117

短期借入金 1,345,000 1,322,500

リース債務 56,409 63,220

未払法人税等 152,052 2,539

その他 587,301 461,618

流動負債合計 4,126,243 4,047,996

固定負債   

リース債務 116,773 98,535

退職給付引当金 528,635 531,084

役員退職慰労引当金 61,660 73,307

環境対策引当金 16,599 16,599

固定負債合計 723,668 719,525

負債合計 4,849,911 4,767,522

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 2,923,397

株主資本合計 3,960,698 3,859,747

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 △2,962

その他の包括利益累計額合計 2,237 △2,962

少数株主持分 188,272 150,434

純資産合計 4,151,208 4,007,219

負債純資産合計 9,001,119 8,774,742



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 6,939,744 6,026,844

売上原価 4,363,067 3,784,794

売上総利益 2,576,676 2,242,050

販売費及び一般管理費 2,294,779 2,249,748

営業利益又は営業損失（△） 281,896 △7,697

営業外収益   

助成金収入 18,343 15,835

貸倒引当金戻入額 － 4,453

その他 12,501 11,855

営業外収益合計 30,845 32,144

営業外費用   

支払利息 20,932 14,402

売上割引 36,834 26,503

その他 3,398 1,417

営業外費用合計 61,165 42,322

経常利益又は経常損失（△） 251,576 △17,875

特別利益   

貸倒引当金戻入額 51 －

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 1,523 81

特別損失   

固定資産除却損 605 302

減損損失 － 383

営業所閉鎖損失 － 1,142

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 18,962 2,828

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（△）

234,137 △20,622

法人税、住民税及び事業税 61,910 12,497

法人税等調整額 19,515 16,238

法人税等合計 81,426 28,735

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（△）

152,711 △49,358

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,593 △37,837

四半期純利益又は四半期純損失（△） 139,117 △11,520



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

152,711 △49,358

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,817 △5,200

その他の包括利益合計 △2,817 △5,200

四半期包括利益 149,893 △54,558

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 136,300 △16,720

少数株主に係る四半期包括利益 13,593 △37,837



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


	ヘッダー3: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: ニッポ電機㈱（6657）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


