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１．平成20年１月期の業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年１月期 3,361 △11.3 8 △92.1 16 △84.9 △47 －

19年１月期 3,791 7.9 112 32.8 112 25.0 60 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年１月期 △11 98 － － △2.9 0.7 0.3

19年１月期 15 34 － － 3.6 4.6 3.0

（参考）持分法投資損益 20年１月期 －百万円 19年１月期 －百万円

(2）財政状態

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

20年１月期 2,238 1,623 72.5 410 96

19年１月期 2,462 1,696 68.9 429 44

（参考）自己資本 20年１月期 1,623百万円 19年１月期 1,696百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年１月期 311 △40 △197 161

19年１月期 △22 △72 △11 89

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年１月期 － － － － － － 6 00 6 00 23 39.1 1.4

20年１月期 － － － － － － 5 00 5 00 19 － 1.2

21年１月期（予想） － － － － － － 5 00 5 00 － 35.9 －

３．平成21年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,568 2.8 11 － 11 － 5 － 1 39

通期 3,400 1.2 110 － 110 587.5 55 － 13 92
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、18ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年１月期 3,960,000株 19年１月期 3,960,000株

②　期末自己株式数 20年１月期 8,392株 19年１月期 8,392株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期におけるわが国の経済は堅調な推移を続けておりますが、消費マインドの冷え込みから一般消費は停滞してお

り、ジュエリー業界においても販売数量の伸び悩みから業界全体として厳しい状況が続いております。 

  このような経営環境の下、当社の通期業績は、営業利益および経常利益は第３四半期に発表した修正計画を達成で

きる見込みとなりましたが、地金相場の変動リスクを回避すべきであると判断したことから、第４四半期以降、キャッ

シュフローの改善を最重要課題とすることに方針を転換することといたしました。このため、棚卸資産の削減、投資

有価証券の減損処理などにより、資産の圧縮に努めたほか、時間当り生産数量の増加に注力し、期末にかけて生産性

向上およびコストの大幅削減を達成いたしました。この結果、営業キャッシュフローでは期首から311百万円の増加を

実現するなど、財務面での健全性を大幅に高めることができました。

  売上面では、ジュエリー受注事業におきましては、ＯＥＭマリッジリングの販売拡大や大手チェーンストアへの販

売チャネル開拓に注力し、マリッジリングの販売数量は増加したものの、他の商品については顧客企業からの受注数

量が減少いたしました。

  ジュエリーパーツ事業におきましては、デザイン・機能性に優れた高付加価値商品の開発および海外向けジュエリー

パーツの販売拡大に努めてまいりました。海外販売につきましては、これまで中心となっていた香港市場のほかアメ

リカ市場への進出も果たすことができ順調な伸びを示しましたが、その他の商品については新商品開発の遅れなども

あり、ジュエリー受注事業と同様、受注数量が減少いたしました。

  利益面では、地金相場の販売価格への転嫁が進み始めたほか、コスト削減の効果が大きかったことから、営業利益

および経常利益は第３四半期発表の修正目標を確保することができましたが、投資有価証券の減損処理などにより当

期純損失を計上することとなりました。

  以上により、当期のジュエリー受注事業の売上高は1,466百万円（前期比84.2％）、ジュエリーパーツ事業の売上高

は1,825百万円（前期比92.7％）、その他の売上高は70百万円（前期比87.2％）、売上高の総額は3,361百万円（前期

比88.7％）となりました。また利益面につきましては、経常利益16百万円（前期比15.1％）を計上することができま

したが、特別損失として過年度役員退職慰労引当金繰入額18百万円および投資有価証券評価損38百万円の計上を行っ

たことにより、当期純損失47百万円（前期は60百万円の利益）となりました。

　次期の見通しにつきましては、売上高3,400百万円、経常利益110百万円、当期純利益55百万円を見込んでおります。

具体的な取り組みにつきましては、「３．経営方針(4)会社の対処すべき課題」をご参照ください。

（販売実績）  

事業部門別
第41期

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

前期比（％）

製品

ジュエリー

メンズ（千円） 12,617 72.9

リング（千円） 846,336 88.5

コイン枠、ペンダント（千円） 407,463 84.0

その他（千円） 199,741 70.6

計（千円） 1,466,159 84.2

ジュエリー

パーツ

スクリューイヤリング（千円） 297,633 81.1

クリップイヤリング（千円） 643,368 97.2

ピアス（千円） 407,414 91.3

その他（千円） 476,769 96.5

計（千円） 1,825,186 92.7

小計（千円） 3,291,345 88.7

商品（千円） 70,543 87.2

合計（千円） 3,361,889 88.7
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(2）財政状態に関する分析

①財政状態の分析

1) 流動資産

  当期末における流動資産の残高は、1,760百万円となり、前期末と比較して、170百万円減少しております。

これは主に売掛金の減少によるものです。

 　　　 2) 固定資産

 　　　　　当期末における固定資産の残高は、478百万円となり、前期末と比較して52百万円減少しております。これは

　 　　　主に投資有価証券の評価損による減少です。

        3) 流動負債

　 当期末における流動負債の残高は、514百万円となり、前期末と比較して126百万円減少しております。これは

主に短期借入金の返済による減少です。

4) 固定負債

   当期末における固定負債の残高は、100百万円となり、前期末と比較して23百万円減少しております。これは

主に長期借入金の返済による減少です。

5) 純資産

　当期末における純資産の合計は、1,623百万円となり、前期末と比較して73百万円減少しております。これは

主に当期純損失を計上したためです。

②キャッシュ・フローの分析

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に対して71百万円増加し、当期末残

高は161百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において営業活動の結果獲得した資金は311百万円（前年同期は使用した資金22百万円）となりました。こ

れは主に売上債権の減少と棚卸資産の減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において投資活動の結果使用した資金は40百万円（前年同期は使用した資金72百万円）となりました。こ

れは主に、定期預金の預入や有形固定資産の取得によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において財務活動の結果使用した資金は197百万円（前年同期は使用した資金11百万円）となりました。こ

れは主に、借入金の返済や配当金の支払によるものです。

　なおキャッシュ・フロー指標については次の通りであります。

16年１月期 17年１月期 18年１月期 19年１月期 20年１月期

自己資本比率（％） 67.2 70.1 67.0 68.9 72.5

時価ベースの自己資本比率（％） 50.7 68.0 76.2 66.1 41.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 16.4 3.8 － － 1.0

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 2.9 12.5 － － 48.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注）１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。

２．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子

負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３. １８年１月期、及び１９年１月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・ガバレッジ・

レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 株主に対する利益還元を、重要な経営課題の一つと認識しております。日々変動する経営環境に耐え得る企業体質づ

くりを進め、収益拡大に努めるとともに、安定した配当の継続を、業績に応じて行うことを基本方針としております。

 平成20年１月期につきましては、前期の配当水準を維持し１株につき５円の配当を、また、平成21年１月期につきま

しても、現時点では１株当り５円の配当を予定させていただいております。

(4）事業等のリスク

 当社の事業展開に際し、リスク要因になる可能性があると考えられる主要な事項を記載しております。当社ではリス

クの発生防止に努め、発生した場合の対応について努力いたします。また事業上のリスクとしては想定していない事

項であっても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については積極的に開示する方針であります。尚、

文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成20年1月31日)現在において当社が判断したものであります。

１）不良債権発生防止管理体制

  当社の事業はジュエリー受注生産及びジュエリーパーツ生産を主としており、販売先の倒産などによる不良債権の発

生防止について、取引先毎に与信限度額を設けるなど管理体制の強化に努めておりますが、万一、不良債権が発生した

場合は当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

２）生産体制

  当社のジュエリー受注事業はＯＥＭ生産を主としており、顧客企業への売上は、その顧客企業の業績や当社が管理で

きない要因により大きな影響を受けます。また当社は製造コスト削減等による価格競争強化に努めておりますが、顧客

の要求に応じるための販売価格引き下げは当社の利益率を低下させる可能性があります。また、顧客企業の業績不振、

契約の予期しない打ち切り、顧客企業の調達方針の変化等は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

３）品質管理体制

  当社は、徹底した品質管理に努めておりますが、特異な要因による不良発生の可能性は完全には否定できません。こ

のことにかかる製品回収責任等が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

４）知的財産権

  当社は、取引先等との秘密保持契約など知的財産権の確保に努めておりますが、他社から当該権利を侵害される可能

性は否定できず、この場合、係争事件に発展することも含め、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

５）地金価格の変動

  当社は、主要な原材料である金、プラチナ等の地金について、安定的な購買に努めておりますが、急激な地金相場の

変動などにより売上総利益率などに影響を受ける可能性があります。

６）人材の確保及び育成

  当社は、優れた人材の確保及び育成を重要な課題とし、積極的な採用活動と社員研修・教育を実施しております。し

かし、これらの施策が充分に効果を発揮しない場合、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
 当社は子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況の記載はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 

 光彩工芸ミッション

 

“Ｑｕａｌｉｔｙ×Ｑｕａｌｉａ”

 

最高の品質（Ｑｕａｌｉｔｙ）により、顧客に安心と信頼を、

豊穣な質感（Ｑｕａｌｉａ）により、所有者に歓びと感動を、贈ります

 

(2）目標とする経営指標

　株主価値重視と効率的経営の観点から、自己資本当期純利益率、総資産経常利益率の向上に努めております。また、

特に営業活動によるキャッシュ・フローを意識し、健全な経営状態を継続してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社では、経済のグローバル化がより進行し、企業の社会的責任が重視される現代、国境を越えて顧客の満足度を

高め、豊穣な質感・情感を伝えることのできる製品創りを進めると共に、Ｊ－ＳＯＸ法の導入準備などを通じて社会

的信用度をより高めていくことに注力してまいります。

 また、生産性向上などへの取り組みを継続するとともに、社員の主体性、リーダーシップなど行動基準の明確化と意

識改革を行い、着実に成長を続けてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　ジュエリー業界は今後も厳しい状況が続くものと思われますが、当社では顧客のニーズを正しく把握し、品質・コ

スト・納期への要望に的確に応えてシェアアップを図ることが今後の最重要課題と考えております。Ｑｕａｌｉｔｙ

（品質）×Ｑｕａｌｉａ（質感）をミッションとして掲げ、顧客企業、消費者から高い信頼を得るとともに、大きな

満足感を与えられる製品を生産してまいります。

　また、より一層の生産性向上に努めると共に、原材料価格高騰への対策として、顧客企業の理解を得ながら適正な

水準にまで価格転嫁を行うなど、収益性の向上に注力いたします。財務、倫理の両面において健全な体制を維持し、

グローバル市場において評価される企業に発展していくことを目指してまいります。

ジュエリー受注事業につきましては、「高付加価値ＯＥＭメーカー　国内№１」を目標とし、

１）団塊ジュニア層の婚姻件数増加に伴い、高付加価値タイプのマリッジ・エンゲージリング需要の増加が見込まれ

ることから、マリッジリングＯＥＭ生産・販売について引き続き販路拡大に注力してまいります。

２）ファッションジュエリーの技術開発件数を増加し、ファッションジュエリーの受注生産を拡大してまいります。

３）市場の二極化に対応するため、Ｋ１０(金含有率41.7％)、Ｋ５（金含有率21.0％）低コスト素材を用いた商品開

発を拡充し、低価格商品の拡販に対応できる体制を構築してまいります。

４）海外市場での競争力を強化するため、海外向け自社商品の開発に着手し、北米、中国へ販売を強化してまいりま

す。

 

ジュエリーパーツ事業につきましては、「プレミアジュエリーパーツ世界№１」を基本方針として

 １）海外向ジュエリーパーツにつきましては、これまでの香港・アメリカ市場に加え、中国やＥＵ圏市場の新規開拓

により、海外販売網の拡充を行ってまいります。

２）国内外の高額ジュエリー用パーツの開発・投入を強化してまいります。

３）Ｋ１０素材など低コスト素材商品の需要増大に対応するＫ１０パーツを開発・投入してまいります。

４）空枠（半完成品）の開発・販売を強化し、空枠市場における販売量を拡大してまいります。

これらの施策を確実に実行することにより、目標とする収益の確保と経営の安定化を図ってまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載してあります。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。

㈱光彩工芸（7878）平成 20 年１月期　決算短信（非連結）

－ 6 －



４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 186,660 276,815

２．受取手形 119,329 117,475

３．売掛金 646,553 500,339

４．商品 2,613 3,534

５．製品 262,521 184,281

６．原材料 33,320 35,572

７．仕掛品 677,909 631,558

８．貯蔵品 6,462 7,449

９．前払費用 5,355 5,505

10．繰延税金資産 3,625 3,629

11．未収還付法人税等 － 9,411

12. 未収入金 152 －

13. その他 － 774

　　貸倒引当金 △12,891 △15,694

流動資産合計 1,931,614 78.5 1,760,654 78.6

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(１)建物 ※１ 740,453 744,390

減価償却累計額 592,481 147,972 602,862 141,528

(２)構築物 30,076 30,076

減価償却累計額 27,186 2,889 27,298 2,778

(３)機械及び装置 402,788 382,394

減価償却累計額 334,533 68,254 316,732 65,662

(４)工具・器具及び備品 250,873 250,980

減価償却累計額 219,513 31,359 225,216 25,763

(５)土地 ※１ 155,636 155,636

(６)建設仮勘定 5,430 －

有形固定資産合計 411,542 16.7 391,368 17.5
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前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２.無形固定資産

(１)ソフトウェア 6,192 7,489

(２)電話加入権 1,723 1,723

無形固定資産合計 7,915 0.3 9,212 0.4

３.投資その他の資産

(１)投資有価証券 69,170 27,061

(２)破産更生債権等 － 19,694

(３)長期前払費用 559 577

(４)繰延税金資産 14,363 16,736

(５)保証金 1,160 1,160

(６)保険積立金 21,732 28,419

(７)会員権 23,000 23,000

(８)長期未収入金 2,160 1,780

    貸倒引当金 △21,050 △40,744

投資その他の資産合計 111,096 4.5 77,684 3.5

固定資産合計 530,554 21.5 478,265 21.4

資産合計 2,462,169 100.0 2,238,919 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 19,884 18,815

２．買掛金 82,014 144,348

３．短期借入金 350,000 230,000

４．１年以内返済予定長期借
入金

※１ 54,336 31,104

５．未払金 47,164 40,422

６．未払費用 40,637 31,895

７．未払法人税等 33,862 3,318

８．未払消費税等 12,928 11,647

９．前受金 283 339

10．預り金 465 2,963

流動負債合計 641,575 26.1 514,855 23.0
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前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 80,780 49,676

２．退職給付引当金 42,820 35,610

３．役員退職慰労引当金 － 14,841

固定負債合計 123,600 5.0 100,127 4.5

負債合計 765,175 31.1 614,983 27.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   602,150 24.4  602,150 26.9

２．資本剰余金        

（１）資本準備金  509,290   509,290   

資本剰余金合計   509,290 20.7  509,290 22.7

３．利益剰余金        

（１）利益準備金  36,206   36,206   

（２）その他利益剰余金        

別途積立金  485,000   520,000   

繰越利益剰余金  62,979   △43,075   

利益剰余金合計   584,186 23.7  513,130 22.9

４．自己株式   △2,684 △0.1  △2,684 △0.1

株主資本合計   1,692,941 68.7  1,621,886 72.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  4,051 0.2  2,050 0.1

評価・換算差額等合計   4,051 0.2  2,050 0.1

純資産合計   1,696,993 68.9  1,623,936 72.5

負債純資産合計   2,462,169 100.0  2,238,919 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 3,710,311 3,291,345

２．商品売上高 80,856 3,791,168 100.0 70,543 3,361,889 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 2,039 2,613

２．製品期首たな卸高 157,023 262,521

３．当期商品仕入高 54,082 46,720

４．当期製品製造原価 3,307,351 2,805,591

合計 3,520,496 3,117,448

５．他勘定振替高 ※２ △6,577 871

６．商品期末たな卸高 2,613 3,534

７．製品期末たな卸高 262,521 3,261,938 86.0 184,281 2,928,760 87.1

売上総利益 529,229 14.0 433,128 12.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 416,823 11.0 424,293 12.6

営業利益 112,406 3.0 8,834 0.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 90 357

２．受取配当金 419 528

３．受取地代家賃 1,868 1,840

４．受取助成金 2,798 4,649

５．作業屑等売却収入 － 5,980

６．雑収入 1,650 6,827 0.2 2,076 15,433 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 6,651 6,423

２．為替差損 － 878

３．雑損失 5 6,656 0.2 － 7,301 0.2

経常利益 112,577 3.0 16,966 0.5
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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１. 貸倒引当金戻入益 2,415 －

２. 退職給付引当金戻入益 － 2,415 0.0 2,310 2,310 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 2,014 2,003

２. 投資有価証券評価損 － 38,786

３．過年度役員退職慰労
　　引当金繰入額

－ 18,433

４．役員退職慰労金 1,200 3,214 0.1 － 59,223 1.8

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

111,777 2.9 △39,946 △1.2

法人税、住民税及び事業
税

30,622 8,453

法人税等調整額 20,536 51,159 1.3 △1,054 7,399 0.2

当期純利益または当期純
損失（△）

60,617 1.6 △47,345 △1.4
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 2,312,493 68.8 1,914,141 69.3

Ⅱ　労務費 413,893 12.3 365,313 13.2

Ⅲ　経費 ※１ 635,967 18.9 482,561 17.5

当期総製造費用 3,362,353 100.0 2,762,016 100.0

仕掛品期首たな卸高 633,630 677,909

計 3,995,984 3,439,926

仕掛品期末たな卸高 677,909 631,558

他勘定振替高 ※２ 10,723 2,775

当期製品製造原価 3,307,351 2,805,591

　（注）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．経費には次のものが含まれております。 ※１．経費には次のものが含まれております。

外注加工費    383,628千円

減価償却費        26,568千円

外注加工費         324,678千円

減価償却費       23,674千円

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

金型売上原価振替高    10,915千円

その他    △192千円

計 10,723千円

金型売上原価振替高  11,572千円

その他  △8,797千円

計 2,775千円

　３．原価計算の方法

単純総合原価計算を採用しております。

　３．原価計算の方法

単純総合原価計算を採用しております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年１月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 530,000 △22,873 543,332 △2,129 1,652,643

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △19,764 △19,764  △19,764

別途積立金の取崩     △45,000 45,000 －  －

当期純利益      60,617 60,617  60,617

自己株式の取得        △555 △555

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

        －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △45,000 85,853 40,853 △555 40,298

平成19年１月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 485,000 62,979 584,186 △2,684 1,692,941

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年１月31日　残高
（千円）

9,436 9,436 1,662,080

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △19,764

別途積立金の取崩   －

当期純利益   60,617

自己株式の取得   △555

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5,385 △5,385 △5,385

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,385 △5,385 34,913

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,051 4,051 1,696,993

 （注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年１月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 485,000 62,979 584,186 △2,684 1,692,941

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △23,709 △23,709  △23,709

別途積立金の積立     35,000 △35,000 －  －

当期純損失      △47,345 △47,345  △47,345

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

        －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 35,000 △106,055 △71,055 － △71,055

平成20年１月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 520,000 △43,075 513,130 △2,684 1,621,886

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,051 4,051 1,696,993

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △23,709

別途積立金の取崩   －

当期純損失   △47,345

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,000 △2,000 △2,000

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,000 △2,000 △73,056

平成20年１月31日　残高
（千円）

2,050 2,050 1,623,936

 （注）平成19年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

111,777 △39,946

減価償却費 36,443 33,766

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

4,320 △7,210

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

－ 14,841

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△38,193 22,498

受取利息及び受取配当金 △509 △886

投資有価証券評価損 － 38,786

固定資産除却損 2,014 2,003

支払利息 6,651 6,423

為替差損 － 878

売上債権の増減額
（増加：△）

△2,832 148,068

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△83,627 120,430

仕入債務の増減額
（減少：△）

△106,173 61,264

未払債務の増減額
（減少：△）

1,589 △15,704

未払消費税等の増減額
（減少：△）

9,978 △1,213

役員退職慰労金 1,200 －

破産更生債権等の増減額
（増加:△）

44,747 △19,694

その他 △625 △7,197

小計 △13,239 357,109

利息及び配当金の受取額 473 770

利息の支払額 △6,863 △6,394

役員退職慰労金の支払
額 

△1,200 －

法人税等の支払額 △1,675 △40,220

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△22,505 311,264
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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入による支
出 

△18,018 △18,168

定期預金の払戻による収
入

30,000 －

投資有価証券の取得によ
る支出

△40,000 －

有形固定資産の取得によ
る支出

△36,708 △13,202

その他 △7,487 △9,037

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△72,213 △40,408

Ⅲ　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
（減少：△）

△30,000 △120,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による
支出

△61,316 △54,336

配当金の支払額 △19,658 △23,655

その他 △555 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△11,529 △197,991

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－ △878

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△106,248 71,986

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残
高

196,042 89,793

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 89,793 161,779
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法に

よっております。なお、評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品　　　　　　移動平均法による原価法

製品　　　　　　総平均法による原価法

原材料　地金　　後入先出法による低価法

その他　移動平均法による原価法

仕掛品　　　　　総平均法による原価法

貯蔵品　　　　　最終仕入原価法

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産　定率法

　　　　　　　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

　　　　　　　　建物　　　　 8～38年

　　　　　　　　構築物　　　10～40年

　　　　　　　　機械及び装置　　11年

　　　　　　　　工具・器具及び備品

　　　　　　　　　　　　　 　2～20年

有形固定資産

同左

無形固定資産　定額法

なお、ソフトウェア（自社

使用）につきましては、社

内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており

ます。

無形固定資産

同左

長期前払費用　均等額償却 長期前払費用　　同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権

につきましては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につきましては個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己

都合による期末要支給額を計上しており

ます。

(3)役員退職慰労引当金

 

──────　

 

(2)退職給付引当金

同左

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

㈱光彩工芸（7878）平成 20 年１月期　決算短信（非連結）

－ 17 －



項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ケ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

会計処理方法の変更

項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．固定資産の減損に係る会

計基準

 当事業年度より、「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年8月9日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針

第6号　平成15年10月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影

響はありません。

──────　

２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

等

 当事業年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第5号　平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月9日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,696,993千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

──────　

３．有形固定資産の減価償却

方法

──────　   平成19年度の法人税法の改正に伴い当事

業年度より、平成19年4月1日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法により減価償却費を計上

しております。

これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。
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項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

４．役員退職慰労引当金に関

する会計処理

──────　   役員退職慰労金は、従来支出時の費用と

して計上しておりましたが、当事業年度か

ら内規に基づき期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変更するこ

とといたしました。

　この変更は、近年役員退職慰労引当金の

計上が会計慣行として定着してきたことを

踏まえ、当社においても将来の支出時にお

ける一時的負担の増大を避け、役員退職慰

労金を役員の在任期間にわたり費用配分す

ることが期間損益の適正化及び財務体質の

健全化に資すると判断したこと、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号）の適用により、役員に係る報酬等につ

いて引当金計上を含めた費用処理が必要と

考えられること、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査上の

取扱い」（監査・保証実務委員会報告第42

号）が公表されたことに伴うものでありま

す。

　この変更に伴い、当期発生額1,858千円

は販売費及び一般管理費に、過年度分相当

額18,433千円は特別損失に計上しておりま

す。この結果、従来の会計処理方法に比べ、

営業利益および経常利益は1,858千円減少

し、税引前当期純損失は20,291千円増加し

ております。　
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

──────　 （貸借対照表）

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

は、重要性が乏しいため、当事業年度においては流動資

産の「その他」に含めて表示しております。　　

　なお、当事業年度の流動資産の「その他」に含まれて

いる「未収入金」は765千円であります。

 

（損益計算書）

　前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含め

て表示しておりました「為替差損益」は、当事業年度に

おいては「為替差損」となり、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度の当該金額は139千円であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「為替差

損益」は、当事業年度においては「為替差損」となり、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前事業年度の当該金額は139千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

※１．担保に供している資産

(1）担保資産

※１．担保に供している資産

(1）担保資産

建物       38,346千円

土地        83,593千円

計       121,940千円

建物   35,585千円

土地       83,593千円

計    119,179千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

１年以内返済予定長期

借入金
   23,936千円

長期借入金         16,480千円

計        40,416千円

１年以内返済予定長期

借入金
10,704千円

長期借入金          5,776千円

計    16,480千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．(1）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１．(1）販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

役員報酬 59,651千円

給料手当      161,007千円

賞与         17,265千円

法定福利費        24,017千円

退職給付費用        1,690千円

販売促進費      6,510千円

賃借料      811千円

公租公課        8,440千円

支払手数料         36,296千円

減価償却費        9,874千円

役員報酬 66,441千円

給料手当      140,939千円

賞与         13,490千円

役員退職慰労引当金

繰入額

        1,858千円

法定福利費         24,557千円

退職給付費用       3,520千円

販売促進費      6,921千円

賃借料   1,190千円

公租公課         7,888千円

支払手数料         35,501千円

減価償却費        10,091千円

貸倒引当金繰入額        22,498千円

(2) 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合は　41％であり、一般管理費に属す

る費用の割合は  59％であります。

(2) 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

費用の割合は　40％であり、一般管理費に属す

る費用の割合は  60％であります。

※２．他勘定振替高

他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

※２．他勘定振替高

他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

（種類） （金額）

金型売上原価振替高      △10,915千円

その他          4,338千円

計      △6,577千円

（種類） （金額）

金型売上原価振替高      △11,572千円

その他         12,444千円

計      871千円

※３. 固定資産除却損は 、機械及び装置1,866千円、工

具・器具及び備品148千円であります。

※３. 固定資産除却損は 、機械及び装置1,847千円、工

具・器具及び備品155千円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,960,000 － － 3,960,000

合計 3,960,000 － － 3,960,000

自己株式

普通株式 (注) 7,192 1,200 － 8,392

合計 7,192 1,200 － 8,392

 (注）普通株式の自己株式の増加1,200株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　  該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(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

平成18年４月25日

定時株主総会
普通株式 19,764 5 平成18年１月31日 平成18年４月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月25日

定時株主総会
普通株式 23,709  利益剰余金 6 平成19年１月31日 平成19年４月26日
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当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,960,000 － － 3,960,000

合計 3,960,000 － － 3,960,000

自己株式

普通株式 8,392 － － 8,392

合計 8,392 － － 8,392

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　  該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(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

平成19年４月25日

定時株主総会
普通株式 23,709 6 平成19年１月31日 平成19年４月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月25日

定時株主総会
普通株式 19,758  利益剰余金 5 平成20年１月31日 平成20年４月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定       186,660千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
    △96,867千円

現金及び現金同等物        89,793千円

現金及び預金勘定     276,815千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△115,035千円

現金及び現金同等物   161,779千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

該当事項はありません。 取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及
び備品

6,877 802 6,074

合計 6,877 802 6,074

 

２．未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1,347 千円

 １年超 4,752 千円

 合計 6,099 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 831 千円

減価償却費相当額 802 千円

支払利息相当額 54 千円

４．減価償却費相当額の算定方法

 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年１月31日現在）

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

株式 7,301 14,741 7,439

小計 7,301 14,741 7,439

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 6,009 5,300 △709

小計 6,009 5,300 △709

合計 13,310 20,041 6,730

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年２月１日 至平成19年１月31日）

 　　　　　 該当事項はありません。

 　　　 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成19年１月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 49,129

当事業年度（平成20年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年１月31日現在）

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

株式 7,301 10,708 3,406

小計 7,301 10,708 3,406

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 2,120 2,120 －

小計 2,120 2,120 －

合計 9,421 12,828 3,406

　　　（注）当事業年度において一部減損処理を行ない、減損処理後の帳簿価格を取得原価に計上しております。　　

 　　　　　 当事業年度の減損処理額は次の通りであります。

 　　　　　 株式　　 3,889千円

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年２月１日 至平成20年１月31日）

 　　　　　 該当事項はありません。

 　　　 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成20年１月31日現在）

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 14,232

　　　（注）当事業年度において一部減損処理を行なっております。　　

 　　　　　 当事業年度の減損処理額は次の通りであります。

 　　　　　 株式　　 34,896千円
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

退職給付債務

退職給付引当金

     42,820千円

42,820

      35,610千円

35,610

 　　(注）当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

退職給付費用

勤務費用

      4,700千円

4,700

     5,850千円

5,850

 　　(注）当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 　　　　　 当社は、簡便法を採用しておりますので基礎率等については記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

 　　　 該当事項はありません。

（企業結合等）

 　　　 該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

一括償却資産損金算入限度超

過額 

　  905千円

貸倒引当金損金算入限度超過

額

        8,377千円

退職給付引当金損金算入限度

超過額

    17,042千円

未払事業税     2,719千円

その他 621千円

繰延税金資産小計        29,667千円

評価性引当額      △8,999千円

繰延税金資産合計      20,667千円

一括償却資産損金算入限度超

過額 

　 663千円

貸倒引当金損金算入限度超過

額

      14,594千円

退職給付引当金損金算入限度

超過額

     14,172千円

役員退職慰労引当金損金算入

限度超過額

     5,906千円

投資有価証券評価損損金算入

限度超過額

     13,888千円

その他 1,464千円

繰延税金資産小計        50,691千円

評価性引当額 △28,969千円

繰延税金資産合計    21,721千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 2,678千円

繰延税金負債合計  2,678千円

繰延税金資産の純額   17,989千円

その他有価証券評価差額金 △1,355千円

繰延税金負債合計 △1,355千円

繰延税金資産の純額  20,366千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.8％

（調整）

留保金課税 1.7％

住民税均等割額 2.9％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 0.7％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 45.8％

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

(1)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 深沢信夫
山梨県

甲府市
－ 当社取締役

(被所有)

直接　6.6
－ － 倉庫の賃借 369 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　 倉庫の賃借料は近隣の家賃相場を参考にして、同等の価格によっております。

３. 倉庫の賃借は、平成18年５月10日をもって終了いたしました。

(2) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
㈱エス

ティオ

山梨県

甲斐市
10,000

損害保険

生命保険

代理業

(被所有)

直接　50.5
－

当社が窓

口となり

従業員の

保険業務

を行って

いる。

保険料 4,421 － －

事務手数料

収入
35 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．㈱エスティオは当社の代表取締役社長である深沢栄二が、議決権の100％を所有する会社であります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

損害保険会社と締結した代理店委託契約書に基づき、保険料を徴収しております。

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
㈱エス

ティオ

山梨県

甲斐市
10,000

損害保険

生命保険

代理業

(被所有)

直接　50.5
－

当社が窓

口となり

従業員の

保険業務

を行って

いる。

保険料 4,436 － －

人材派遣料 520 － －

事務手数料

収入
32 － －

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。

２．㈱エスティオは当社の代表取締役社長である深沢栄二が、議決権の100％を所有する会社であります。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

関連当事者との取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
　至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
　至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額    429円44銭

１株当たり当期純利益  15円34銭

１株当たり純資産額   410円96銭

１株当たり当期純損失 11円98銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。

（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年２月１日
　至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
　至　平成20年１月31日）

当期純利益または当期純損失（△）

   （千円）
60,617 △47,345

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損

失（△）（千円）
60,617 △47,345

期中平均株式数（株） 3,952,385 3,951,608

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

５．その他
役員の異動

　該当事項はありません。
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