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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７月期第１四半期  1,058  △11.2  38  －  21  －  15  －

24年７月期第１四半期  1,192  △13.0  △40  －  △56  －  △58  －

（注）包括利益 25年７月期第１四半期 40百万円（ ％） －   24年７月期第１四半期 △68百万円 （ ％） －

  
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７月期第１四半期  587.56  559.44

24年７月期第１四半期  △2,288.63  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年７月期第１四半期  5,300  1,886  35.6

24年７月期  5,494  1,900  34.6

（参考）自己資本 25年７月期第１四半期 1,886百万円   24年７月期 1,900百万円 

  
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７月期  － － －  2,000.00 2,000.00

25年７月期  －      

25年７月期（予想）   － －  2,000.00 2,000.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

上記「配当の状況」は、普通株式に係わる配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上

場）の配当の状況については、「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。

３．平成25年７月期の連結業績予想（平成24年８月１日～平成25年７月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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  5,650  6.7  400  48.3  350  65.2  350  －  13,569.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

第２四半期連結累計期間の業績につきましては、開示を控えさせていただいております。 

理由につきましては、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」をご覧下さい。



※  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        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年７月期１Ｑ 20,690株 24年７月期 20,690株

②  期末自己株式数 25年７月期１Ｑ －株 24年７月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年７月期１Ｑ 25,793株 24年７月期１Ｑ 25,763株

（注）期中平均株式数の算定には、A種優先株式を普通株式と同等の株式として含めております。

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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

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、当社が現在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。



１．種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

（注）平成25年７月期のＡ種優先株式の１株あたり年間配当額は、定款に定められている方法により算定しております。

  

（参考）

Ａ種優先株式 
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７月期 － － － 2,507.00 2,507.00 
25年７月期 －      

25年７月期（予想）   － － 2,507.00 2,507.00 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四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を背景に景気はゆるやかな回

復基調との見方があったものの、欧州財政債務問題にともなう欧州経済の減速、中国をはじめとする新興国経済

の成長率鈍化、長期化する円高の影響等、景気の先行きに対する不透明感が強まっております。 

このような状況の中、当社グループの主たる事業分野である工業用照明分野におきましては、景気に変動を受

けにくい三品業界（食品・医薬品・化粧品）や自動車部品の一部において堅調に推移したものの、世界的な景気

減速による設備投資抑制の影響を受け売上は国内・海外ともに前年同期に比べ減少しました。 

新規事業分野では、“自然光ＬＥＤ”の特長を活かした製品開発、拡販に努めたことが実を結び、売上は堅調

に推移しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高1,058百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益38百万円

（前年同期は営業損失40百万円）、経常利益21百万円（前年同期は経常損失56百万円）、四半期純利益15百万円

（前年同期は四半期純損失58百万円）となりました。 

 なお、セグメントの業績につきましては、当第１四半期連結会計期間より、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメ

ントとなったため、記載を省略しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末において、総資産は5,300百万円（前連結会計年度末5,494百万円）となりまし

た。これは主に、現金及び預金171百万円の増加、受取手形及び売掛金372百万円の減少等によるものでありま

す。  

 負債は、3,413百万円（前連結会計年度末3,593百万円）となりました。これは主に、長期借入金112百万円の減

少、社債49百万円の減少によるものであります。  

 純資産は、1,886百万円（前連結会計年度末1,900百万円）となりました。これは主に、四半期純利益15百万

円、配当金の支払54百万円等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年７月期の業績予想につきましては、現時点において平成24年９月12日公表の業績予想から変更しており

ません。 

 なお、業績予想につきましては、市場の動向は依然として流動的な状況にあり、販売戦略及び製品開発計画は、

市況の変化を慎重に見極めながら計画の変更又見直しを実施していく方針であります。このため、第２四半期連結

累計期間の業績予想は、受注時期及び支出時期が変動する可能性があることから、通期のみ開示としております。

  

（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 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年８月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,207,479 1,378,814

受取手形及び売掛金 1,425,925 1,053,300

商品及び製品 412,957 447,509

仕掛品 151,849 109,292

原材料及び貯蔵品 512,730 524,676

繰延税金資産 183,693 184,726

その他 48,155 53,700

貸倒引当金 △1,565 △1,282

流動資産合計 3,941,226 3,750,736

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 979,761 981,077

減価償却累計額 △418,458 △425,610

建物及び構築物（純額） 561,303 555,466

機械装置及び運搬具 258,032 257,982

減価償却累計額 △255,550 △255,597

機械装置及び運搬具（純額） 2,481 2,385

工具、器具及び備品 719,495 737,750

減価償却累計額 △626,292 △640,156

工具、器具及び備品（純額） 93,203 97,594

土地 743,488 743,488

リース資産 13,109 12,692

減価償却累計額 △13,109 △12,692

リース資産（純額） － －

建設仮勘定 79 －

有形固定資産合計 1,400,555 1,398,935

無形固定資産 56,643 52,054

投資その他の資産 95,855 98,682

固定資産合計 1,553,055 1,549,672

資産合計 5,494,281 5,300,409
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,495 113,301

短期借入金 673,855 673,855

1年内償還予定の社債 99,000 99,000

1年内返済予定の長期借入金 817,444 800,794

リース債務 16,445 13,604

未払金 168,678 182,063

未払法人税等 15,106 11,061

賞与引当金 73,646 103,318

関係会社整理損失引当金 69,768 35,621

その他 66,156 93,041

流動負債合計 2,146,599 2,125,663

固定負債   

社債 201,000 151,500

長期借入金 1,169,239 1,056,241

繰延税金負債 664 645

退職給付引当金 48,694 51,984

資産除去債務 25,809 25,879

その他 1,681 1,731

固定負債合計 1,447,088 1,287,982

負債合計 3,593,687 3,413,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 462,150 462,150

資本剰余金 1,514,649 1,460,476

利益剰余金 93,050 108,204

株主資本合計 2,069,849 2,030,831

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △169,255 △144,068

その他の包括利益累計額合計 △169,255 △144,068

純資産合計 1,900,594 1,886,763

負債純資産合計 5,494,281 5,300,409
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（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 1,192,384 1,058,324

売上原価 474,167 409,039

売上総利益 718,216 649,285

販売費及び一般管理費 758,980 611,280

営業利益又は営業損失（△） △40,763 38,004

営業外収益   

受取利息 178 202

為替差益 3,465 －

物品売却益 495 1,608

その他 1,892 1,968

営業外収益合計 6,031 3,778

営業外費用   

支払利息 19,375 11,562

為替差損 － 7,186

売上割引 2,502 1,888

その他 102 100

営業外費用合計 21,980 20,737

経常利益又は経常損失（△） △56,712 21,045

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（△）

△56,712 21,045

法人税、住民税及び事業税 21,450 7,002

法人税等調整額 △19,200 △1,112

法人税等合計 2,249 5,890

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（△）

△58,962 15,154

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,962 15,154
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10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（△）

△58,962 15,154

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △9,427 25,187

その他の包括利益合計 △9,427 25,187

四半期包括利益 △68,389 40,342

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,389 40,342
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 該当事項はありません。 

   

 平成24年10月30日開催の第19回定時株主総会において、会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金および

利益準備金の額を減少し、それぞれをその他資本剰余金、その他利益剰余金に振り替える議案が決議されました。

これに伴い、資本準備金が450,000千円、利益準備金が7,000千円減少しております。 

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年８月１日 至平成23年10月31日） 

１．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  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額134千円には、セグメント間取引消去134千円が含まれております。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。    

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年８月１日 至平成24年10月31日） 

 当社は、「ＬＥＤ照明事業」の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 なお、従来、「ＬＥＤ照明事業」、「植物育成プラント事業」の２つを報告セグメントとしておりましたが、平成

24年４月末日に「植物育成プラント事業」から撤退したため、「ＬＥＤ照明事業」のみとなっております。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

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）  LED照明事業 

植物育成プラ
ント事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,186,066  6,318  1,192,384  －  1,192,384

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 66  511  577  △577  －

計  1,186,132  6,829  1,192,961  △577  1,192,384

セグメント利益又は損失

（△） 
 4,546  △45,444  △40,898  134  △40,763
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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当第１四半期連結累計期間の生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注状況 

 当第１四半期連結累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．植物育成プラント事業は、平成24年４月末に撤退しているため、合計の前期比較につきましては当該事業

を含めずに算出しております。 

③ 販売実績 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．植物育成プラント事業は、平成24年４月末に撤退しているため、合計の前期比較につきましては当該事業

を含めずに算出しております。 

  

当第１四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

製品分類の名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成24年10月31日） 

 前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円） 289,152 83.1 

制御装置（千円） 123,796 91.0 

その他（千円） 25,302 73.4 

合計（千円） 438,251 84.5 

製品分類の名称 

当第１四半期連結累計期間  
（自 平成24年８月１日 
至 平成24年10月31日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ＬＥＤ照明装置  785,627  88.1  119,955  53.7

制御装置  174,630  84.2  25,636  66.0

その他  73,474  80.0  9,367  59.1

合計  1,033,731  86.8  154,959  55.7

製品分類の名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成24年10月31日） 

前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円）  809,445  90.1

制御装置（千円）  174,147  85.4

その他（千円）  74,731  89.1

合計（千円）  1,058,324  89.2

地域 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成24年10月31日） 

前年同期比（％） 構成比（％） 

日本（千円）  727,767  93.3  68.8

北米（千円）  103,541  104.5  9.8

欧州（千円）  147,815  81.7  14.0

アジア（千円）  79,199  59.9  7.5

合計（千円）  1,058,324  88.8  100.0
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