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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 ％ 

26年７月期第１四半期  1,210  14.4  70  84.5  55  164.9  39  161.0

25年７月期第１四半期  1,058  △11.2  38  －  21  －  15  －

（注）包括利益 26年７月期第１四半期 60百万円（ ％） 49.8   25年７月期第１四半期 40百万円 （ ％） －

  
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 

26年７月期第１四半期  1,533.32  1,459.96

25年７月期第１四半期  587.56  559.44

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年７月期第１四半期  5,440  2,751  50.6

25年７月期  5,728  2,744  47.9

（参考）自己資本 26年７月期第１四半期 2,751百万円   25年７月期 2,744百万円 

  
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 
25年７月期  － － － 2,000.00  2,000.00

26年７月期  －       
26年７月期（予想）   － － 10.00  10.00

（注1）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（注2）平成26年７月期（予想）の配当金については、平成26年２月１日を効力発生日として、１株につき200株の割合で

株式分割を行う影響を考慮した金額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の平成26年７月期（予想）の

１株当たりの期末配当金は2,000円となります。 

（注3）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26年７月期の連結業績予想（平成25年８月１日～平成26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  5,500  13.2  550  34.3  500  41.7  430  △5.1  103.79

（注1）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 

  

（注2）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、

２ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

（注3）平成26年７月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、平成26年２月１日を効力発生日とし

て普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行った影響を考慮した金額を記載しております。なお、株式分割を考慮

しない場合の１株当たり当期純利益は、16,671.19円となります。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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） 26年７月期１Ｑ 20,690株 25年７月期 20,690株

②  期末自己株式数 26年７月期１Ｑ －株 25年７月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年７月期１Ｑ 25,793株 25年７月期１Ｑ 25,793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きの対象外であり、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きは終了しておりません。

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26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

25年７月期 － － － 2,507.00 2,507.00 
26年７月期 －      

26年７月期（予想）   － － 2,507.00 2,507.00 
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和、経済政策、円安を背景に景気は緩やかな回復基調

で推移しております。 

一方、海外におきましては、米国において景気の回復が見られたものの、欧州の経済不安、中国などの新興国の

成長鈍化など、依然として先行きは不透明な状況で推移しております。 

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、景気の変動を受け

にくい三品業界（食品・医薬品・化粧品）は堅調に推移しました。電子・半導体業界は、一部自動車部品向けで活

発な状況が見られるものの、全体としては設備投資に対する慎重な状況が続き、前年同期に比べ国内売上は微減、

海外売上は増加となりました。 

また、新たな商材の投入として、画像処理検査において照明とともに不可欠なテレセントリックレンズの販売開

始、国際規格であるIP67に適合した防水仕様のリング型照明を標準品としては国内で初めての販売を開始するな

ど、顧客のニーズに合わせた製品の投入に取り組みました。 

新規事業分野では、当社の強みを活かした積極的な拡販の結果、デバイス事業、美術館・博物館分野、アグリバ

イオ分野において、売上は好調に推移しました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高1,210百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益70百万円

（前年同期比84.5％増）、経常利益55百万円（前年同期比164.9％増）、四半期純利益39百万円（前年同期比

161.0％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末において、総資産は5,440百万円（前連結会計年度末5,728百万円）となりました。

これは主に、現金及び預金178百万円の減少、受取手形及び売掛金105百万円の減少等によるものであります。  

 負債は、2,689百万円（前連結会計年度末2,983百万円）となりました。これは主に、短期借入金50百万円の減

少、未払金65百万円の減少、長期借入金115百万円の減少、社債49百万円の減少等によるものであります。  

 純資産は、2,751百万円（前連結会計年度末2,744百万円）となりました。これは主に、四半期純利益39百万円、

配当金の支払54百万円等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26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25年９月11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 

該当事項はありません。   

   

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25年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,043,554 1,865,039

受取手形及び売掛金 1,200,078 1,095,591

商品及び製品 333,538 351,688

仕掛品 128,263 130,111

原材料及び貯蔵品 508,295 497,118

繰延税金資産 104,135 99,869

その他 34,367 39,920

貸倒引当金 △1,241 △1,217

流動資産合計 4,350,992 4,078,121

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 659,000 664,181

減価償却累計額 △266,614 △285,496

建物及び構築物（純額） 392,386 378,684

機械装置及び運搬具 17,892 18,117

減価償却累計額 △15,761 △16,175

機械装置及び運搬具（純額） 2,130 1,942

工具、器具及び備品 782,188 790,887

減価償却累計額 △672,849 △686,106

工具、器具及び備品（純額） 109,338 104,780

土地 492,318 492,318

リース資産 － 4,541

減価償却累計額 － △75

リース資産（純額） － 4,466

建設仮勘定 － 2,479

有形固定資産合計 996,173 984,670

無形固定資産 57,515 53,021

投資その他の資産 323,935 324,645

固定資産合計 1,377,625 1,362,337

資産合計 5,728,617 5,440,459
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 161,006 164,720

短期借入金 850,000 800,000

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 356,870 351,344

未払金 286,849 220,939

未払法人税等 15,764 11,877

賞与引当金 70,433 66,854

資産除去債務 13,476 14,005

その他 60,022 48,287

流動負債合計 1,913,424 1,777,028

固定負債   

社債 102,000 52,500

長期借入金 892,929 777,126

繰延税金負債 697 672

退職給付引当金 59,852 63,136

資産除去債務 13,902 14,053

その他 892 4,754

固定負債合計 1,070,273 912,243

負債合計 2,983,697 2,689,272

純資産の部   

株主資本   

資本金 462,150 462,150

資本剰余金 1,460,476 1,460,476

利益剰余金 845,846 831,222

株主資本合計 2,768,473 2,753,849

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △23,554 △2,661

その他の包括利益累計額合計 △23,554 △2,661

純資産合計 2,744,919 2,751,187

負債純資産合計 5,728,617 5,440,459
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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24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成25年10月31日) 

売上高 1,058,324 1,210,942

売上原価 409,039 480,354

売上総利益 649,285 730,588

販売費及び一般管理費 611,280 660,484

営業利益 38,004 70,104

営業外収益   

受取利息 202 375

その他 3,576 3,227

営業外収益合計 3,778 3,603

営業外費用   

支払利息 11,562 9,341

為替差損 7,186 6,504

売上割引 1,888 2,056

その他 100 57

営業外費用合計 20,737 17,960

経常利益 21,045 55,747

税金等調整前四半期純利益 21,045 55,747

法人税、住民税及び事業税 7,002 12,933

法人税等調整額 △1,112 3,264

法人税等合計 5,890 16,198

少数株主損益調整前四半期純利益 15,154 39,548

四半期純利益 15,154 39,548
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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24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成25年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 15,154 39,548

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 25,187 20,892

その他の包括利益合計 25,187 20,892

四半期包括利益 40,342 60,441

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,342 60,441
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年８月１日 至平成25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。    

   

 （株式分割及び単元株制度の採用） 

 当社は、平成25年９月26日開催の取締役会決議、平成25年10月29日開催の第20回定時株主総会及びＡ種優先株

主による種類株主総会における定款の一部変更の承認可決により、平成26年２月１日を効力発生日として、普通

株式を１株につき200株の割合をもって分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株とする単元株制度を採

用する旨、決定しております。 

  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

 当社は、当社株式の投資単位の引き下げにより、投資家が当社株式に、より一層投資しやすい環境を整えるこ

とで投資家層の拡大を図ることを目的として、また、平成19年11月に全国証券取引所が公表した「売買単位の集

約に向けた行動計画」の主旨を踏まえ、当社普通株式１株を200株に分割するとともに、普通株式の単元株式数

を100株とする単元株制度を採用することといたしました。なお、Ａ種優先株式につきましては、株式分割を行

わず、単元株式を１株といたします。 

  

２．株式分割の概要 

(1) 分割の方法 

 平成26年１月31日（金）を基準日とし、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１

株につき、200株の割合をもって分割いたします。 

(2) 分割により増加する株式数 

  

３．単元株制度の採用 

(1) 新設する単元株の数 

 単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株、Ａ種優先株式の単元株式数を１株とします。 

(2) 新設の日程 

 効力発生日   平成26年２月１日 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（追加情報）

株式分割前の発行済株式総数 普通株式 20,690株

  Ａ種優先株式 5,103株

今回の分割により増加する株式数 普通株式 4,117,310株

株式分割後の発行済株式総数   4,143,103株

株式分割後の発行可能株式総数   12,005,103株
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４．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が、前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。 

  

（中国における合弁会社の設立） 

 当社は、中国広東省のＬＥＤ照明メーカーである東莞科視自動化科技有限公司（英文名称 CST Automation 

Technology Co., Ltd. 以下、ＣＳＴ）と、かねてより資本・業務提携の協議を進めてまいりましたが、ＣＳＴと

出資者および経営者を同じくする東莞博程光電科技有限公司との間で、中国におけるＬＥＤ照明事業に関して、平

成25年11月25日付で合弁契約を締結いたしました。 

１．目的 

 当社は、今後、高い成長が見込まれる中国の画像処理市場におけるＬＥＤ照明のシェア拡大を目的に、ＣＳＴ

との間で資本・業務提携の協議を進めてまいりました。 

 ＣＳＴは協議開始以降も順調に売上規模を拡大しており、中国の画像処理用ＬＥＤ照明市場において、当社推

計では平成24年にはシェア第２位でしたが、平成25年には第１位になることが見込まれております。また 一方

で、中国では工業の高度化により、画像処理用ＬＥＤ照明の品質に対する要求が急速に高まっております。 

 ＣＳＴの市場占有率と価格対応力、当社の技術力と品質を融合させることで、中国市場における圧倒的な競争

力を実現することが可能になるとの考えから、協働して製品開発、生産、販売を行うことを目的として、合弁会

社を設立することといたしました。 

２．合弁会社の概要 

  

  

  
前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年８月１日 
至 平成25年10月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 ３円66銭 ９円55銭

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
２円80銭 ７円30銭

（重要な後発事象）

（1） 名称  東莞新視光電科技有限公司（予定） 

（2） 所在地  中国広東省東莞市（予定） 

（3） 事業内容  工業用照明機器の開発、製造および販売 

（4） 資本金  1,814万人民元（予定） 

（5） 設立年月日  平成25年12月（予定） 

（6） 出資比率  
シーシーエス株式会社：51％ 

東莞博程光電科技有限公司：49％ 
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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 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）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

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25年８月１日 
至 平成25年10月31日） 

 前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円） 295,806 102.3 

制御装置（千円） 111,876 90.4 

その他（千円） 42,383 167.5 

合計（千円） 450,067 102.7 

製品分類の名称 

当第１四半期連結累計期間  
（自 平成25年８月１日 
至 平成25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  960,068  122.2  148,138  123.5

制御装置  178,835  102.4  28,300  110.4

その他  88,833  120.9  11,593  123.8

合計  1,227,737  118.8  188,032  121.3

製品分類の名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年８月１日 
至 平成25年10月31日） 

前年同期比（％）  

ＬＥＤ照明装置（千円）  944,970  116.7

制御装置（千円）  175,887  101.0

その他（千円）  90,085  120.5

合計（千円）  1,210,942  114.4

地域 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年８月１日 
至 平成25年10月31日） 

前年同期比（％） 構成比（％） 

日本（千円）  750,228  103.1  62.0

北米（千円）  153,093  147.9  12.6

欧州（千円）  205,690  139.2  17.0

アジア（千円）  101,929  128.7  8.4

合計（千円）  1,210,942  114.4  100.0
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