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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第27期

第３四半期連結
累計期間

第28期
第３四半期連結
累計期間

第27期

会計期間

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　９月30日

自　平成24年
　　１月１日
至　平成24年
　　９月30日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　12月31日

売上高 (千円) 13,593,48713,346,34817,449,453

経常利益 (千円) 138,535 121,370 92,718

四半期(当期)純利益 (千円) 103,767 33,587 213,548

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 49,919 38,836 172,164

純資産額 (千円) 1,798,8401,916,3421,921,085

総資産額 (千円) 8,111,9297,771,7656,828,794

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 8.33 2.70 17.15

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.2 24.7 28.1

　

回次
第27期

第３四半期連結
会計期間

第28期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自  平成23年
    ７月１日
至  平成23年
    ９月30日

自  平成24年
    ７月１日
至  平成24年
    ９月30日

１株当たり四半期純利益
金額

(円) 1.65 2.09

(注）１  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。　

３　第27期第３四半期連結累計期間、第28期第３四半期連結累計期間及び第27期の潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第27期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の概況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州債務問題に対する根強い不安や中国をはじめとす

る新興国の成長の鈍化を背景に一段の減速感が強まりました。また、わが国経済は、復興需要を背景に持ち

直しの動きがみられたものの世界経済の減速や円高の長期化、電力供給不安問題等、懸念すべき問題も多く

依然として不透明感が強い状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは主力のコンポーネント事業のシェア拡大を目指し、LED照明の

販売及びスマートフォン向けカメラモジュールの販売や、アジア地域での事業展開を強化してきました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、コンポーネント事業の健闘及びアジア地域を主体とし

たEMS事業が収益に寄与しましが、市場環境の変化等によりパソコン関連用部品の販売が減少した影響等に

より、133億46百万円（前年同期比△２億47百万円 1.8％減）となりました。売上総利益につきましては、

EMS関連事業も健闘したもののパソコン関連用部品の販売が減少した影響等により、11億58百万円（前年同

期比△１億24百万円 9.7％減）となりました。

営業利益、経常利益につきましてもそれぞれ１億20百万円（前年同期比△26百万円 18.3%減）、１億21百

万円（前年同期比△17百万円 12.4%減）となりました。四半期純利益は、繰延税金資産の回収可能性の検討

の結果、繰延税金資産を取り崩したため、33百万円（前年同期比△70百万円 67.6%減）となりました。

　
(2) 財政状態の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して９億42百万円増加し、77億71百万

円となりました。これは流動資産の現金及び預金が３億81百万円、受取手形及び売掛金が11億11百万円増加

したのに対し、流動資産「その他」が４億45百万円減少したのが主な要因であります。

負債合計は、９億47百万円増加し、58億55百万円となりました。これは買掛金が11億52百万円増加したの

に対し、流動負債「その他」が２億３百万円減少したのが主な要因であります。

純資産の部は、４百万円減少の19億16百万円となり、自己資本比率は24.7％となっております。
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(3) 事業上及び財政上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当企業集団の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、49百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
(平成24年９月30日)

提出日現在
発行数（株)

(平成24年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,451,30012,451,300
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

完全議決権株式であり、権利内
容になんら限定のない当社に
おける標準となる株式であり、
単元株式数は100株でありま
す。

計 12,451,30012,451,300― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

― 12,451,300 ― 753,155 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　
(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式      

12,450,800
124,508 ―

単元未満株式
普通株式　　　　

500
― ―

発行済株式総数 12,451,300― ―

総株主の議決権 ― 124,508 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

該当事項ありません。

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【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23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,767,554 2,149,303

受取手形及び売掛金 2,781,723 3,892,975

たな卸資産 543,040 551,731

その他 661,005 215,119

貸倒引当金 △2,173 △1,238

流動資産合計 5,751,150 6,807,891

固定資産

有形固定資産 773,072 746,913

無形固定資産 16,578 21,662

投資その他の資産

その他 622,977 526,239

貸倒引当金 △334,984 △330,941

投資その他の資産合計 287,992 195,297

固定資産合計 1,077,643 963,873

資産合計 6,828,794 7,771,765

負債の部

流動負債

買掛金 2,424,689 3,577,670

短期借入金 245,720 232,800

1年内返済予定の長期借入金 713,808 838,699

未払法人税等 27,266 20,324

賞与引当金 － 31,227

役員賞与引当金 18,233 13,681

その他 363,398 160,018

流動負債合計 3,793,115 4,874,423

固定負債

長期借入金 830,961 696,305

退職給付引当金 91,145 103,263

役員退職慰労引当金 125,120 122,953

資産除去債務 14,465 14,643

その他 52,899 43,833

固定負債合計 1,114,593 980,999

負債合計 4,907,708 5,855,422
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 753,155 753,155

利益剰余金 1,486,643 1,476,652

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,239,783 2,229,791

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 376

為替換算調整勘定 △318,673 △313,826

その他の包括利益累計額合計 △318,698 △313,449

純資産合計 1,921,085 1,916,342

負債純資産合計 6,828,794 7,771,765
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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３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 13,593,487 13,346,348

売上原価 12,309,705 12,187,422

売上総利益 1,283,782 1,158,925

販売費及び一般管理費 1,136,686 1,038,812

営業利益 147,095 120,112

営業外収益

受取利息 2,449 2,698

受取配当金 836 957

保険解約返戻金 － 17,893

為替差益 4,888 －

受取賃貸料 1,804 2,485

その他 4,151 4,607

営業外収益合計 14,130 28,643

営業外費用

支払利息 19,961 17,498

為替差損 － 7,692

デリバティブ評価損 94 35

その他 2,635 2,158

営業外費用合計 22,690 27,385

経常利益 138,535 121,370

特別利益

貸倒引当金戻入額 14,285 －

固定資産売却益 32 4,127

償却債権取立益 2,493 －

特別利益合計 16,811 4,127

特別損失

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 2,428 779

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,009 －

特別損失合計 7,449 779

税金等調整前四半期純利益 147,896 124,718

法人税、住民税及び事業税 42,450 40,968

過年度法人税等 2,749 －

法人税等調整額 △1,070 50,162

法人税等合計 44,129 91,130

少数株主損益調整前四半期純利益 103,767 33,587

四半期純利益 103,767 33,587
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１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 103,767 33,587

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △240 401

為替換算調整勘定 △53,607 4,847

その他の包括利益合計 △53,848 5,248

四半期包括利益 49,919 38,836

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 49,919 38,836

EDINET提出書類

日本ライトン株式会社(E02937)

四半期報告書

11/15



【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(株主資本等関係)

 　 前第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。 

　
３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成23年５月10日付で欠損填補に伴う減資を行いました。この結果、第２四半期連結会計期

間において、資本金が643,273千円、資本剰余金が1,303,001千円それぞれ減少し、利益剰余金が

1,946,275千円増加しております。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における資本金は753,155千円、資本剰余金は、ゼロとなっ

ております。

なお、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。

　

  　当第３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 43,579 3.50平成23年12月31日平成24年３月30日利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。 

　
３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。 
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、電子部品販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については

記載しておりません。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 8円33銭 2円70銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 103,767 33,587

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 103,767 33,587

普通株式の期中平均株式数(株) 12,451,230 12,451,230

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２４年１１月８日

日本ライトン株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    津　　田　　英　　嗣    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    瀬　　戸　　　　　卓    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
本ライトン株式会社の平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日までの連結会計年度の第３四半期連
結会計期間（平成２４年７月１日から平成２４年９月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２４
年１月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、
四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本ライトン株式会社及び連結子会社の平成
２４年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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