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1. 平成26年12月期第3四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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12月期第3四半期 14,118 6.0 126 14.8 132 △2.5 88 △9.9
25年12月期第3四半期 13,320 △0.2 109 △8.5 136 12.4 98 191.9

（注）包括利益 26年12月期第3四半期 133百万円 （△42.3％） 25年12月期第3四半期 231百万円 （496.5％）

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12月期第3四半期 7.10 ―
25年12月期第3四半期 7.87 ―

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

26年12月期第3四半期 8,253 2,436 29.5 195.72
25年12月期 8,640 2,334 27.0 187.48
（参考）自己資本 26年12月期第3四半期 2,436百万円 25年12月期 2,334百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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12月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
26年12月期 ― 0.00 ―
26年12月期（予想） 3.50 3.50

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年 1月 1日～平成26年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,500 10.9 200 30.7 16.06



(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 

(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 
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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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12月期3Q 12,451,300 株 25年12月期 12,451,300 株
② 期末自己株式数 26年12月期3Q 70 株 25年12月期 70 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期3Q 12,451,230 株 25年12月期3Q 12,451,230 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

  

当第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日～平成26年９月30日）におけるわが国経済は、金融政策をはじめと

した各種経済政策のもと、企業収益や雇用環境等に改善の兆しが見られているものの、欧州経済、新興国経済の動向

を受けた世界景気の減速懸念の広がり、消費税率変更の影響等、先行きの不透明な状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、LED製品、センサー関連製品、スイッチング電源関連製品等の拡販とシェ

アアップ、新たな市場（産業機器関連市場、車載関連市場）での販売拡充、アジア・アセアン地域における日系顧客

への販売拡充等に努めました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、141億18百万円（前年同期比+７億98百万円 6.0％増）、売上総利益も12億

49百万円（前年同期比+１億18百万円 10.5％増）となりました。営業利益、経常利益、四半期純利益につきまして

も、それぞれ１億26百万円（前年同期比+16百万円 14.8%増）、１億32百万円（前年同期比△3百万円 2.5％減）、88

百万円（前年同期比△９百万円 9.9%減）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

  

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３億86百万円減少し、82億53百万円となり

ました。これは流動資産の現金及び預金が４億93百万円、受取手形及び売掛金が１億21百万円減少したのに対し、た

な卸資産が１億15百万円増加したのが主な要因であります。 

負債合計は、４億88百万円減少し、58億17百万円となりました。これは短期借入金が１億41百万円、長期借入金が

１億89百万円減少したのが主な要因であります。 

純資産の部は、四半期純利益の計上88百万円、その他の包括利益累計額の為替換算調整勘定の増加42百万円等によ

り、１億２百万円増加の24億36百万円となりました。 

  
（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２月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 

日本ライトン㈱（2703）　平成26年12月期　第３四半期決算短信

－　2　－



２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  

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。 
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,777,144 2,283,768 

    受取手形及び売掛金 4,014,859 3,893,207 

    たな卸資産 885,000 1,000,303 

    その他 134,215 263,162 

    貸倒引当金 － △7,513 

    流動資産合計 7,811,220 7,432,929 

  固定資産     

    有形固定資産 568,761 549,592 

    無形固定資産 27,851 23,294 

    投資その他の資産     

      その他 542,139 555,313 

      貸倒引当金 △309,784 △307,179 

      投資その他の資産合計 232,355 248,133 

    固定資産合計 828,968 821,020 

  資産合計 8,640,188 8,253,950 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 3,919,835 3,914,923 

    短期借入金 579,645 437,800 

    1年内返済予定の長期借入金 468,937 381,446 

    未払法人税等 24,186 17,562 

    賞与引当金 － 50,001 

    役員賞与引当金 － 8,700 

    その他 396,144 362,499 

    流動負債合計 5,388,748 5,172,933 

  固定負債     

    長期借入金 614,688 425,318 

    退職給付引当金 129,718 133,170 

    役員退職慰労引当金 132,085 39,681 

    資産除去債務 14,936 16,364 

    その他 25,704 29,555 

    固定負債合計 917,133 644,090 

  負債合計 6,305,882 5,817,024 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 753,155 753,155 

    利益剰余金 1,598,913 1,656,155 

    自己株式 △15 △15 

    株主資本合計 2,352,052 2,409,295 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,923 3,946 

    為替換算調整勘定 4,938 47,233 

    在外子会社の退職給付債務調整額 △24,608 △23,549 

    その他の包括利益累計額合計 △17,746 27,630 

  純資産合計 2,334,306 2,436,925 

負債純資産合計 8,640,188 8,253,950 
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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25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 13,320,048 14,118,643 

売上原価 12,189,400 12,869,292 

売上総利益 1,130,647 1,249,351 

販売費及び一般管理費 1,020,771 1,123,249 

営業利益 109,876 126,102 

営業外収益     

  受取利息 3,808 3,920 

  為替差益 32,053 8,905 

  受取賃貸料 2,507 2,641 

  その他 5,175 5,951 

  営業外収益合計 43,544 21,418 

営業外費用     

  支払利息 15,287 13,103 

  その他 1,758 1,442 

  営業外費用合計 17,045 14,545 

経常利益 136,376 132,975 

特別利益     

  固定資産売却益 1,316 564 

  特別利益合計 1,316 564 

特別損失     

  固定資産除却損 38 － 

  特別損失合計 38 － 

税金等調整前四半期純利益 137,654 133,539 

法人税、住民税及び事業税 39,894 43,721 

法人税等調整額 △290 1,448 

法人税等合計 39,604 45,169 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,049 88,370 

四半期純利益 98,049 88,370 
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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25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,049 88,370 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 1,334 2,023 

  為替換算調整勘定 132,277 42,295 

  在外子会社の退職給付債務調整額 － 1,059 

  その他の包括利益合計 133,611 45,377 

四半期包括利益 231,660 133,747 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 231,660 133,747 
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（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） 

  

該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  

該当事項はありません。 

  

（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。 
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