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（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 ％ 

25年３月期第２四半期  4,700  19.5  198  －  183  －  85  －

24年３月期第２四半期  3,933  △12.2  △12  －  △16  －  3  △94.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 87百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △26百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  14.33  －

24年３月期第２四半期  0.54  －

  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 

25年３月期第２四半期  9,742  4,144  40.8  666.06

24年３月期  8,938  4,145  44.5  666.48

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 3,970百万円   24年３月期 3,973百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 15.00  15.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 15.00  15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31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  9,200  5.9  520  132.9  480  133.2  260  163.6  43.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 25年３月期２Ｑ 5,962,000株 24年３月期 5,962,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 166株 24年３月期 121株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,961,834株 24年３月期２Ｑ 5,962,000株

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は終了しておりません。

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３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。
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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、東日本大震災からの復興需要等により個人消費や生産活動が

緩やかに回復を見せたものの、長期化する円高、欧州の債務問題や金融不安により、依然として不透明な状況で推

移いたしました。 

この様な環境の下、店舗照明部門及び建築化照明部門におきましては、予定されていた商業施設、テナントビル

等の新築・改装案件は順調に着工され売上の大幅な増加に結びつきましたが、照明器具のＬＥＤ化はますます加速

しており、価格競争の波にさらされております。また、前連結会計年度において低迷しておりました蛍光ランプの

メンテナンス需要は当第２四半期連結累計期間では若干上昇に転じたため、蛍光ランプの売上は緩やかではあるも

のの回復いたしましたが、蛍光灯照明器具の売上は前年同期比で減少に終りました。一方、前連結会計年度より注

力してまいりましたＬＥＤ照明器具関連の商品につきましては、商品ラインアップを更に充実させたことや市場で

高い評価を受けたこともあり売上が大幅に増加し、前年同期比569百万円増の1,148百万円（前年同期比98.3％増）

となり、売上高に占める割合が24.4％となりました。紫外線部門におきましては、顧客の設備投資の抑制が影響し

たものの、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3,129百万円（前年同期比

15.4％増）、建築化照明部門にあっては1,341百万円（同34.6％増）、紫外線部門にあっては228百万円(同1.9％

増)となり、総じては4,700百万円（同19.5％増）となりました。 

損益面では、売上高の増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は198百万円（前年同期は営業損失12百万

円）、経常利益は183百万円（前年同期は経常損失16百万円）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利益は146百万円（前年同期は税金等調整前四半期純損失18百万円）となり、法人税等及

び少数株主利益を加減した四半期純利益は85百万円（前年同期は四半期純利益３百万円）となりました。 

なお、当社は平成24年９月27日開催の取締役会において、大日本塗料株式会社を株式交換完全親会社とし、当社

を株式交換完全子会社とする株式交換契約を同社と締結いたしました。 

これに伴い、当社では臨時株主総会を開催し（平成24年11月28日開催予定）、当社と同社との株式交換契約承認

の決議を得たのち、平成24年12月20日を株式交換の効力発生日とする予定であります。 

また、株式交換の効力発生日に先立ち、当社の普通株式は株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場において、

平成24年12月17日付で上場廃止となる予定であります。 

詳細につきましては、平成24年９月27日付の「大日本塗料株式会社によるニッポ電機株式会社の株式交換による

完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

（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9,742百万円となり、前連結会計年度末に比べ803百万円増加いたしまし

た。流動資産は7,274百万円となり、1,070百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が633百万円、原

材料及び貯蔵品が207百万円、商品及び製品が155百万円、仕掛品が88百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金

が209百万円減少したことによるものです。固定資産は2,467百万円となり、267百万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178百万円、建物及び構築物が45百万円、無形固定資産のリース資産

が23百万円、のれんが19百万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5,598百万円となり、前連結会計年度末と比べ805百万円増加いたしま

した。流動負債は4,469百万円となり、385百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が628百万

円、１年内返済予定の長期借入金が41百万円それぞれ増加し、短期借入金が360百万円減少したことによるもので

す。固定負債は1,128百万円となり、419百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が458百万円増加し、

役員退職慰労引当金が21百万円、リース債務が13百万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純資産合計は4,144百万円となり、前連結会計年度末と比べ１百万円減少いたし

ました。これは主に、その他有価証券評価差額金が１百万円増加し、利益剰余金が３百万円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、1,774百万円となり、前

第２四半期連結累計期間と比較して755百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は528百万円の収入（前年同期比250.0％増）となりました。主なプラス

要因は、仕入債務の増加額628百万円、売上債権の減少額209百万円、減価償却費151百万円、税金等調整前四半期

純利益146百万円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額451百万円、役員退職慰労引当金の減少額21

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86百万円の収入（前年同期は19百万円の支出）となりました。主なプ

ラス要因は、有形固定資産の売却による収入130百万円等であり、主なマイナス要因は、子会社の清算による支出

27百万円、有形固定資産の取得による支出19百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は18百万円の収入（前年同期は282百万円の支出）となりました。プラ

ス要因は、長期借入れによる収入500百万円であり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減額360百万円、配当金

の支払額89百万円、リース債務の返済による支出31百万円等であります。  

  

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２四半期連結累計期間におきましては、蛍光ランプ関連の売上は低調に推移しているもののの、ＬＥＤ照明

器具の売上の大幅な増加に加え、先送りされていた新築・改装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24年５月９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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,182,809 1,816,419

受取手形及び売掛金 3,002,093 2,793,038

商品及び製品 1,047,063 1,202,808

仕掛品 171,889 260,339

原材料及び貯蔵品 613,666 820,747

繰延税金資産 116,606 127,093

その他 73,667 257,783

貸倒引当金 △4,034 △3,804

流動資産合計 6,203,762 7,274,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 875,624 830,563

機械装置及び運搬具（純額） 297,820 119,358

工具、器具及び備品（純額） 85,089 90,499

土地 737,721 737,721

リース資産（純額） 28,567 39,203

建設仮勘定 － 623

有形固定資産合計 2,024,823 1,817,970

無形固定資産   

借地権 177,000 177,000

リース資産 105,459 81,780

のれん 97,619 78,095

その他 13,180 11,646

無形固定資産合計 393,259 348,522

投資その他の資産   

投資有価証券 62,919 68,977

前払年金費用 38,198 33,870

繰延税金資産 183,570 173,759

その他 43,328 36,693

貸倒引当金 △11,049 △12,088

投資その他の資産合計 316,968 301,211

固定資産合計 2,735,050 2,467,704

資産合計 8,938,813 9,742,130



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,295,000 2,923,231

短期借入金 1,180,000 820,000

1年内返済予定の長期借入金 － 41,750

リース債務 63,227 62,390

未払法人税等 30,816 67,457

その他 515,084 555,120

流動負債合計 4,084,128 4,469,949

固定負債   

長期借入金 － 458,250

リース債務 82,568 69,290

退職給付引当金 532,512 528,316

役員退職慰労引当金 77,190 55,595

環境対策引当金 16,599 16,599

固定負債合計 708,870 1,128,051

負債合計 4,792,998 5,598,001

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 3,033,537 3,029,589

自己株式 △56 △70

株主資本合計 3,969,830 3,965,869

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,664 5,119

その他の包括利益累計額合計 3,664 5,119

少数株主持分 172,320 173,140

純資産合計 4,145,815 4,144,129

負債純資産合計 8,938,813 9,742,130



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,933,359 4,700,541

売上原価 2,428,323 2,926,818

売上総利益 1,505,035 1,773,722

販売費及び一般管理費 1,517,929 1,575,073

営業利益又は営業損失（△） △12,894 198,648

営業外収益   

受取賃貸料 － 7,700

助成金収入 11,994 －

貸倒引当金戻入額 4,464 229

その他 8,625 9,057

営業外収益合計 25,083 16,987

営業外費用   

支払利息 10,040 10,248

売上割引 17,244 20,488

その他 1,017 1,524

営業外費用合計 28,302 32,262

経常利益又は経常損失（△） △16,113 183,374

特別利益   

有形固定資産売却益 81 －

特別利益合計 81 －

特別損失   

固定資産除却損 301 466

減損損失 383 －

災害による損失 1,000 －

営業所閉鎖損失 1,142 －

子会社清算損 － 36,642

特別損失合計 2,827 37,109

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（△）

△18,859 146,265

法人税、住民税及び事業税 21,601 61,432

法人税等調整額 △19,699 △1,468

法人税等合計 1,901 59,963

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（△）

△20,761 86,301

少数株主利益又は少数株主損失（△） △24,025 820

四半期純利益 3,264 85,480



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

△20,761 86,301

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,673 1,454

その他の包括利益合計 △5,673 1,454

四半期包括利益 △26,434 87,756

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,408 86,935

少数株主に係る四半期包括利益 △24,025 820



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

△18,859 146,265

減価償却費 169,620 151,740

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） △874 808

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,089 132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,765 △21,595

受取利息及び受取配当金 △2,937 △2,662

支払利息 10,040 10,248

有形固定資産除却損 301 466

有形固定資産売却損益（△は益） △81 －

売上債権の増減額（△は増加） 742,647 209,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △316,703 △451,275

仕入債務の増減額（△は減少） △193,520 628,230

子会社清算損益（△は益） － 36,952

その他 △120,265 △167,176

小計 303,129 560,713

利息及び配当金の受取額 2,937 2,662

利息の支払額 △10,220 △10,034

法人税等の支払額 △144,921 △25,179

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,924 528,161

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 △3,919 △3,808

有形固定資産の取得による支出 △27,636 △19,933

有形固定資産の売却による収入 105 130,759

無形固定資産の取得による支出 － △572

子会社の清算による支出 － △27,552

その他 2,097 7,673

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,353 86,567

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） △165,000 △360,000

長期借入れによる収入 － 500,000

自己株式の取得による支出 － △13

リース債務の返済による支出 △28,012 △31,677

配当金の支払額 △89,430 △89,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,442 18,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △150,871 633,610

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,582 1,140,840

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,018,711 1,774,450



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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