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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

 

  

  

    
  

   平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年11月５日

上場会社名  岩崎電気株式会社 上場取引所   東

コード番号  6924 ＵＲＬ   http://www.iwasaki.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  渡邊 文矢

問合せ先責任者 （役職名）  財務経理部長 （氏名）  加藤 昌範 ＴＥＬ   03-5847-8611

四半期報告書提出予定日  平成24年11月14日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （機関投資家・アナリスト向け）

  （百万円未満切捨て）

（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  21,984 △4.2 △601 － △829  － △610 －

24年３月期第２四半期  22,949 △4.0 △152 － △330  － △353 －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △638百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △339百万円 （ ％） －

  
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 △8.21 －

24年３月期第２四半期 △4.76 －

  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  58,315  20,122  32.3  253.24

24年３月期  61,486  20,788  31.7  262.00

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 18,837百万円   24年３月期 19,489百万円 

  
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 － 0.00  0.00

25年３月期  － 0.00   

25年３月期（予想）     － 0.00  0.00

（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  55,000  3.2  900 △38.0  600 △49.9  500  20.6  6.72

（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 

  

  

（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： 有

 (注)詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

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)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．２「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３月期２Ｑ 78,219,507株 24年３月期 78,219,507株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,834,940株 24年３月期 3,833,124株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 74,385,475株 24年３月期２Ｑ 74,289,719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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

 業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりま

すので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。
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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、東日本大震災の復興需要等により、内需が緩やかに持ち直し

つつありますが、欧州の政府債務問題や円高・株安の影響、海外景気の下振れリスク等により、先行き不透明な状

況が続いております。 

このような状況の下で、当社グループは、引き続き海外ビジネスの拡大、事業収益構造の再構築、ＬＥＤ事業の

強化拡大及びＨＩＤ光源の更なる進化等に取り組んでまいりました。特に需要が急拡大しているＬＥＤ事業には、

経営資源を重点的に投入して事業拡大に注力してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は21,984百万円（前年同期は22,949百万円で4.2%の減少）、

営業損失601百万円（前年同期は152百万円で449百万円の悪化）、経常損失829百万円（前年同期は330百万円で498

百万円の悪化）となりました。四半期純損失は、610百万円（前年同期は353百万円で256百万円の悪化）となりま

した。 

（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ける総資産は58,315百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,171百万円の減

少となりました。その主な要因は、資産の部では現金及び預金の増加166百万円、たな卸資産の増加613百万円の一

方、受取手形及び売掛金の減少3,964百万円、有形固定資産の減少463百万円によるものであります。負債の部では

支払手形及び買掛金の減少3,075百万円であります。純資産の部は666百万円減少しております。その主な要因は、

四半期純損失610百万円による利益剰余金の減少であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の第２四半期累計期間（連結・個別）の業績予想を修正しております。詳細は平成24年10月29日

付けで、開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、平成25年３月期の通期業績予想は、平成24年５月10日開示の内容から変更ありません。 

（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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、原則として、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、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４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。 

これによる当第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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 12,824 12,990

受取手形及び売掛金 15,369 11,405

商品及び製品 5,753 6,095

仕掛品 1,551 1,722

原材料及び貯蔵品 3,554 3,655

その他 1,559 2,206

貸倒引当金 △68 △71

流動資産合計 40,544 38,004

固定資産   

有形固定資産   

土地 10,605 10,172

その他（純額） 6,193 6,162

有形固定資産合計 16,798 16,334

無形固定資産 506 537

投資その他の資産 3,636 3,437

固定資産合計 20,941 20,310

資産合計 61,486 58,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,316 8,240

短期借入金 1,566 1,790

1年内返済予定の長期借入金 5,530 5,530

未払法人税等 233 140

賞与引当金 574 650

その他 2,836 3,121

流動負債合計 22,057 19,473

固定負債   

長期借入金 3,075 2,915

退職給付引当金 10,367 10,605

その他の引当金 237 223

負ののれん 39 19

資産除去債務 114 124

その他 4,806 4,831

固定負債合計 18,640 18,719

負債合計 40,697 38,192



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,189 6,189

利益剰余金 4,014 3,657

自己株式 △908 △908

株主資本合計 17,936 17,578

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 382 273

土地再評価差額金 2,789 2,536

為替換算調整勘定 △1,619 △1,551

その他の包括利益累計額合計 1,552 1,258

少数株主持分 1,299 1,285

純資産合計 20,788 20,122

負債純資産合計 61,486 58,315



（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：百万円）

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 22,949 21,984

売上原価 16,399 15,754

売上総利益 6,549 6,230

販売費及び一般管理費 6,702 6,831

営業損失（△） △152 △601

営業外収益   

受取利息 4 7

受取配当金 45 41

負ののれん償却額 80 19

持分法による投資利益 29 －

その他 75 66

営業外収益合計 237 135

営業外費用   

支払利息 145 144

持分法による投資損失 － 8

退職給付会計基準変更時差異の処理額 156 156

その他 114 53

営業外費用合計 415 362

経常損失（△） △330 △829

特別利益   

固定資産売却益 11 71

負ののれん発生益 16 －

その他 1 0

特別利益合計 29 72

特別損失   

固定資産除売却損 23 9

投資有価証券評価損 17 35

その他 2 －

特別損失合計 43 44

税金等調整前四半期純損失（△） △345 △801

法人税等 △29 △204

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △315 △597

少数株主利益 38 12

四半期純損失（△） △353 △610



（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：百万円）

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損失（△） △315 △597

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 △109

為替換算調整勘定 18 63

持分法適用会社に対する持分相当額 28 4

その他の包括利益合計 △24 △40

四半期包括利益 △339 △638

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △377 △651

少数株主に係る四半期包括利益 37 13



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △345 △801

減価償却費 802 721

負ののれん償却額 △96 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 12

受取利息及び受取配当金 △50 △49

支払利息 147 144

為替差損益（△は益） 15 7

持分法による投資損益（△は益） △29 8

有形固定資産除売却損益（△は益） 11 △62

投資有価証券評価損益（△は益） 17 35

売上債権の増減額（△は増加） 2,939 3,979

たな卸資産の増減額（△は増加） △640 △586

仕入債務の増減額（△は減少） △3,324 △3,087

その他 △1,318 293

小計 △1,898 595

利息及び配当金の受取額 57 61

利息の支払額 △148 △146

法人税等の支払額 △409 △280

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,398 228

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 △428 △588

有形固定資産の売却による収入 14 539

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

貸付けによる支出 △3 △1

貸付金の回収による収入 21 13

その他 △70 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △469 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,480 3,200

短期借入金の返済による支出 △2,303 △2,980

長期借入金の返済による支出 △170 △160

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △40 △27

その他 △6 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △40 △7

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,916 169

現金及び現金同等物の期首残高 12,929 12,019

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,013 12,189



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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 

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） 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△827百万円は、報告セグメントに配分しない全社費用等であります。 

２．セグメント利益は、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。 

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） 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△889百万円は、報告セグメントに配分しない全社費用等でありま

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。  

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

（６）セグメント情報等

  

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） 照明 光応用 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 14,500 8,449  22,949  － 22,949

  セグメント間の内部売上高又は振替高 38 5  44  △44 －

計 14,538 8,454  22,993  △44  22,949

 セグメント利益 175 499  675  △827 △152

  

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） 照明 光応用 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 15,142 6,842  21,984  － 21,984

  セグメント間の内部売上高又は振替高 34 3  37  △37 －

計 15,176 6,845  22,021  △37  21,984

 セグメント利益又は損失（△） 452 △165  287  △889 △601

（７）重要な後発事象



地域別売上高 

前第２四半期連結累計期間の地域別売上高は、次のとおりであります。 

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）（単位：百万円） 

  

当第２四半期連結累計期間の地域別売上高は、次のとおりであります。 

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）（単位：百万円） 

  

以上 

４．補足情報

日本 北米 アジア ヨーロッパ その他 計 

 18,126  1,769  2,558  227  266  22,949

日本 北米 アジア ヨーロッパ その他 計 

 17,811  1,836  1,954  197  184  21,984
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