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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２四半期  2,189  △12.4  118  －  87  －  79  －

24年７月期第２四半期  2,500  △4.1  △51  －  △78  －  △104  －

（注）包括利益 25年７月期第２四半期 189百万円（ ％） －   24年７月期第２四半期 △140百万円 （ ％） －

  
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２四半期  3,069.48  2,922.61

24年７月期第２四半期  △4,040.88  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年７月期第２四半期  5,849  2,036  34.8

24年７月期  5,494  1,900  34.6

（参考）自己資本 25年７月期第２四半期 2,036百万円   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、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  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



※  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２Ｑ 20,690株 24年７月期 20,690株

②  期末自己株式数 25年７月期２Ｑ －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２Ｑ 25,793株 24年７月期２Ｑ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の長期化や中国をはじめとする新興国の経済成

長率の鈍化など世界経済の減速の影響を受け、輸出・生産が減少し、製造業を中心に厳しい状況で推移しました。

しかし、12月の政権交代による景気回復への期待感から円安・株高の進行など明るい兆しも見え始めております。

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では、景気の変動を受けにくい三品

業界（食品・医薬品・化粧品）において堅調に推移したものの、電子部品・半導体業界を中心に世界経済の減速に

よる設備投資抑制の影響を受け、国内・海外ともに売上は前年同期に比べ減少しました。 

新しい事業領域であるラインセンサ用照明、紫外硬化用ＵＶ－ＬＥＤ照射器において、これまでの営業活動が実

を結び受注・売上ともに好調に推移しました。平成25年１月には、従来カスタムで対応していたＵＶ－ＬＥＤ照射

器の標準品第一弾として「ＨＬＵＶシリーズ」を市場に投入、紫外硬化市場に本格参入いたしました。引き続き、

製品開発、ラインアップの拡充を図り、シェアの拡大を目指します。 

新規事業分野では、“自然光ＬＥＤ”をはじめ、デバイス事業やメディカル用ＬＥＤ照明など当社の技術・ノウ

ハウを活かせる事業に特化し、拡販に努めた結果、売上は堅調に推移しました。 

利益面におきましては、前第３四半期連結会計期間における不採算事業からの撤退に加え、生産コスト、販売管

理費の見直しによるコスト削減に取り組み、黒字化しました。引き続き、さらなる収益性の改善に努めておりま

す。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高2,189百万円（前年同期比12.4％減）、営業利益118百万円

（前年同期は営業損失51百万円）、経常利益87百万円（前年同期は経常損失78百万円）、四半期純利益79百万円

（前年同期は四半期純損失104百万円）となりました。 

 なお、セグメントの業績につきましては、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２四半期連結会計期間末において、総資産は5,849百万円（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782百万円の増加等があったものの、受取手形及び売掛金379百万円、たな卸資産40百万

円の減少等によるものであります。  

 負債は、3,813百万円（前連結会計年度末3,593百万円）となりました。これは主に、短期借入金390百万円、未

払金319百万円の増加等があったものの、１年内返済予定の長期借入金224百万円、賞与引当金40百万円、関係会社

整理損失引当金56百万円、社債49百万円、長期借入金97百万円の減少等によるものであります。  

 純資産は、2,036百万円（前連結会計年度末1,900百万円）となりました。これは主に、当第２四半期純利益79百

万円、為替換算調整勘定110百万円の増加、配当金の支払54百万円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。 

   

（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、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,207,479 1,989,978

受取手形及び売掛金 1,425,925 1,046,082

商品及び製品 412,957 376,760

仕掛品 151,849 134,663

原材料及び貯蔵品 512,730 525,374

繰延税金資産 183,693 185,517

その他 48,155 35,731

貸倒引当金 △1,565 △1,412

流動資産合計 3,941,226 4,292,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 979,761 982,446

減価償却累計額 △418,458 △432,483

建物及び構築物（純額） 561,303 549,962

機械装置及び運搬具 258,032 259,004

減価償却累計額 △255,550 △256,546

機械装置及び運搬具（純額） 2,481 2,458

工具、器具及び備品 719,495 753,695

減価償却累計額 △626,292 △658,133

工具、器具及び備品（純額） 93,203 95,561

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 13,009

有形固定資産合計 1,400,555 1,404,480

無形固定資産 56,643 50,815

投資その他の資産 95,855 101,478

固定資産合計 1,553,055 1,556,774

資産合計 5,494,281 5,849,470
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,495 124,705

短期借入金 673,855 1,064,000

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 817,444 592,818

リース債務 16,445 11,803

未払金 168,678 488,213

未払法人税等 15,106 10,951

賞与引当金 73,646 33,554

関係会社整理損失引当金 69,768 13,213

その他 66,156 69,784

流動負債合計 2,146,599 2,508,045

固定負債   

社債 201,000 151,500

長期借入金 1,169,239 1,071,364

繰延税金負債 664 686

退職給付引当金 48,694 54,804

資産除去債務 25,809 25,949

その他 1,681 899

固定負債合計 1,447,088 1,305,205

負債合計 3,593,687 3,813,250

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 93,050 172,221

株主資本合計 2,069,849 2,094,847

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △169,255 △58,628

その他の包括利益累計額合計 △169,255 △58,628

純資産合計 1,900,594 2,036,219

負債純資産合計 5,494,281 5,849,470
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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８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 2,500,691 2,189,590

売上原価 1,065,821 875,780

売上総利益 1,434,869 1,313,810

販売費及び一般管理費 1,486,048 1,195,612

営業利益又は営業損失（△） △51,178 118,197

営業外収益   

受取利息 589 562

助成金収入 8,412 －

為替差益 2,345 －

物品売却益 982 3,402

その他 4,837 3,027

営業外収益合計 17,165 6,992

営業外費用   

支払利息 39,153 21,520

為替差損 － 11,853

売上割引 5,226 4,021

その他 206 218

営業外費用合計 44,587 37,614

経常利益又は経常損失（△） △78,599 87,576

特別損失   

固定資産除却損 209 1,048

特別損失合計 209 1,048

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（△）

△78,809 86,528

法人税、住民税及び事業税 26,062 9,079

法人税等調整額 △766 △1,722

法人税等合計 25,295 7,356

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（△）

△104,105 79,171

四半期純利益又は四半期純損失（△） △104,105 79,171
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（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８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１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（△）

△104,105 79,171

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △36,469 110,627

その他の包括利益合計 △36,469 110,627

四半期包括利益 △140,574 189,798

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △140,574 189,798
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（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８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31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（△）

△78,809 86,528

減価償却費 67,149 51,647

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △56,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,968 6,110

貸倒引当金の増減額（△は減少） 174 △399

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,239 △40,724

受取利息及び受取配当金 △589 △562

支払利息 39,153 21,520

有形固定資産除却損 209 1,048

売上債権の増減額（△は増加） 138,422 403,592

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,295 50,132

仕入債務の増減額（△は減少） △28,090 △23,640

未払金の増減額（△は減少） △61,864 311,228

その他 13,494 26,051

小計 18,162 835,979

利息及び配当金の受取額 582 558

利息の支払額 △42,380 △21,693

法人税等の還付額 － 7,568

法人税等の支払額 △27,464 △16,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,099 806,126

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 △48,573 △41,185

無形固定資産の取得による支出 △14,179 △5,731

その他 △990 △3,346

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,743 △50,264

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） △1,105,000 390,144

長期借入れによる収入 1,100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △360,421 △422,500

社債の償還による支出 － △49,500

配当金の支払額 △40,627 △53,453

割賦債務の返済による支出 △5,002 △4,312

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,570 △3,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △414,622 △43,071

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,260 69,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △552,726 782,496

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,051 1,165,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,169,324 1,947,692
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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２四半期連結累計期間（自平成23年８月１日 至平成24年１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784千円には、セグメント間取引消去784千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２四半期連結累計期間（自平成24年８月１日 至平成25年１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。

    

（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

（６）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  2,465,372  35,318  2,500,691  －  2,500,691

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 1,324  2,476  3,800  △3,800  －

計  2,466,697  37,795  2,504,492  △3,800  2,500,691

セグメント利益又は損失

（△） 
 43,946  △95,908  △51,962  784  △51,178
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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当第２四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２四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２四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２四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２四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成25年１月31日） 

 前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円） 581,951 70.7 

制御装置（千円） 188,010 89.2 

その他（千円） 55,375 101.3 

合計（千円） 825,337 75.8 

製品分類の名称 

当第２四半期連結累計期間  
（自 平成24年８月１日 
至 平成25年１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  1,654,393  89.2  112,832  64.0

制御装置  349,659  86.6  22,962  81.3

その他  155,873  86.5  14,095  129.5

合計  2,159,927  88.6  149,890  69.6

製品分類の名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成25年１月31日） 

前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円）  1,685,335  89.7

制御装置（千円）  351,851  85.8

その他（千円）  152,403  86.5

合計（千円）  2,189,590  88.8

地域 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年８月１日 
至 平成25年１月31日） 

前年同期比（％） 構成比（％） 

日本（千円）  1,467,261  86.8  67.0

北米（千円）  206,679  102.5  9.4

欧州（千円）  321,141  87.5  14.7

アジア（千円）  194,507  80.3  8.9

合計（千円）  2,189,590  87.6  100.0
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