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平成20年６月４日 

各 位 

会社名 株式会社 光陽社 

代表者名 代表取締役社長 片山英彦 

（コード 7946 大証 第二部）

問合せ先 業務本部本部長 西田道夫 

 （TEL：06 － 6944 － 5000）

 

 当社事業再構築計画の見直し及び子会社設立に関するお知らせ  

 

当社グループは、平成 19 年９月中間期決算において、監査法人より継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している旨の意見が付されたほか、当社株価は平成19年12月末には株式時価総額が５億円を割り込み、

大阪証券取引所の定める上場廃止基準に抵触している状況が継続しておりましたが、株価が上昇したことによ

り平成20年５月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が５億円以上になりました。 

この結果、当社株式は大阪証券取引所上場廃止基準に該当するおそれがなくなりました。 

しかしながら、当社グループの属する印刷業界におきましては、価格低減圧力は強く、また原油価格の高騰

による原材料費等の高騰を受注・販売価格に反映させることができず、経営環境がより厳しさを増すと予想さ

れます。 

このような経営環境を勘案すると、当社といたしましては、当初公表いたしました「事業再構築計画」に掲

げる『印刷重視の事業体質への転換』をよりスピード感をもって進める観点から、広告印刷物の分野で事業拡

大を続けており従来より役員の交流を行うなど親密な関係にある株式会社帆風（以下、「帆風」という。）の

ほか、高級美術品印刷の分野で高い技術と見識を有する松井勝美氏（株式会社サンエムカラー相談役）、そし

て当社得意先で団扇・カレンダー制作大手の新日本カレンダー株式会社（以下、「新日本カレンダー」という。）

に対する第三者割当増資を行うことで、各割当先から当社グループの製版・印刷業務の受注拡大ならびに品質

及び生産性の向上、原価低減さらには印刷付加価値増加など当社グループの経営再構築に向けた協力を受ける

ことが、当社が掲げた「事業再構築計画」の達成には欠かせないと判断いたしました。 

なお、当初公表いたしました「事業再構築計画」につきましても、今回の第三者割当増資の実施に併せ、下

記のとおり見直すことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．業務の再構築について 

（１）印刷会社設立・出資 

現在、当社グループの内製の印刷業務は、江東事業所（プリンティングセンター）にて実施しており

ますが、今般の第三者割当増資による協力関係に基づき、平成 20 年５月に株式会社帆風及び株式会社

サンエムカラー（以下、「サンエムカラー」という。）が合弁により設立したペルフェクト株式会社（以

下、「ペルフェクト」という。）に対し、当社が平成20年７月に50百万円をペルフェクトに出資し、

当社の子会社といたします。ペルフェクトには、当社の江東事業所の印刷業務を引き継がせ、製版・画

像処理に係る技術力を加え、高品質印刷に特色をもたせた印刷会社として当社、株式会社帆風及び株式

会社サンエムカラーで活用します。その結果、エンドユーザーや小ロット印刷など、利益率の高い受注

に加えて、品質的な要求度の高い印刷受注が可能になるため、当社の営業基盤を強化することができま

す。 
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ペルフェクト株式会社の概要（役員構成・資本金は当社出資後） 

会社名 ペルフェクト株式会社 

所在地 東京都板橋区高島平 

代表者 松井勝美（サンエムカラー相談役） 

役員構成 代表取締役 松井勝美（サンエムカラー 相談役） 

 取締役 北口芳雄（当社 取締役） 

 取締役 住井秀行（当社 東京事業本部本部長） 

 取締役 千葉達也（当社 東京生産統括部統括部長） 

 取締役 西田道夫（当社 業務本部本部長） 

 取締役 犬養俊輔（帆風 代表取締役） 

 取締役 佐藤隆一（帆風 取締役竹橋工場長） 

資本金 100百万円 

 内訳：当社50百万円、帆風40百万円、サンエムカラー10百万円 

会社設立 平成20年５月 

※上記の資本金額は、当社出資予定（平成20年７月）後の金額であります。 

 

江東事業所に設置されている菊半８色機および断裁機、折機・製本機は関西事業所に、菊全４色機は

ペルフェクトに移設し、今後、当社グループの内製の印刷業務は、関西事業所ならびにペルフェクトで

行う体制に事業を再構築いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

印刷機を江東事業所から移設することにより、関西事業所では、関西地区での印刷業務の内製を進め

て、利益率の大幅な改善を目指します。 

なお、江東事業所の土地・建物は売却等を検討いたしております。当該事象が当社グループ損益に与

える影響につきましては「２．損益計画について」に記載いたしました平成 20 年度損益計画（連結・

個別）に折込み済みでありますが、金額等が具体的になった時点で別途お知らせいたします。 

 

（２）校正機移設 

校正業務は当社が強みを発揮できる分野であり、校正機をＵＶ対応へと増強した上で、当社新宿事業

所（１階、５台）と当社関西事業所（３台）に移設・集約し、より効率的な業務体制を構築いたします。 

 

（３）ディスプレイ・ショールーム設置 

新宿事業所（２階）にメーカーとのタイアップによりディスプレイ・ショールームを設置し、ディス

プレイ事業を強化いたします。 

 

（４）神戸事業所・中部事業所の閉鎖 

神戸事業所は、平成20年３月末に閉鎖済で、土地・建物の売却段階となっております。 

中部事業所は、平成20年６月末に閉鎖し規模縮小し（営業担当２名を配置）、土地・建物は売却等

を検討いたしております。当該事象が当社グループ損益に与えるにつきましては「２．損益計画につい

て」に記載いたしました平成 20 年度損益計画（連結・個別）に折込み済みでありますが、金額等が具

体的なった時点で別途お知らせいたします。 

江東事業所 
 
 
 
 

菊半8色印刷機

菊全4色印刷機

関西事業所 
 
 

菊半8色印刷機

ペルフェクト 
 
 

菊全4色印刷機 

出資 
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（５）その他 

製版業務は、関西事業所へ一部を残すほかは新宿事業所へ集約し体制を強化して効率生産を行います。

原材料や外注に関する調達方法を見直し、材料費並びに外注費の削減を徹底して推進いたします。 

営業面では、エンドユーザーや小ロット印刷など利益率の高い受注の獲得を目指します。 

また、株式会社ugo（帆風の100％子会社）にて昨秋より事業を開始したインターネット印刷通販サ

ービス事業（Suprint）において、今後受注体制を整え、西日本における印刷業務を当社（関西事業所）

にて担当するなど、帆風等と営業面で連携を強化し、印刷事業における協働効果の早期実現を目指しま

す。 

 

２．損益計画について  

以上の施策を実施することにより平成20年３月17日付「事業再構築計画の策定に関するお知らせ」

で公表いたしました当社グループの中期損益計画についても以下のとおり見直しを行っております。 

営業面については、利益率の高い良質案件の受注を狙うため、売上高の伸びは大きくありませんが、

印刷材料費や印刷外注費などの変動費を抑制することで、利益を大幅に改善できる計画といたしました。 

ただし、平成20年度は江東事業所からの印刷機の移設費、校正機の移設費、新宿事業所の改装工事

費用等の特別損失１億30百万円を見込むために、当期純利益は赤字となる計画であります。 

しかし、平成21年度以降は、子会社ペルフェクト及び関西への印刷機の移設による印刷業務の内製

化効果により外注加工費が削減され、さらに原材料や外注に関する調達方法の見直し、外注費の削減の

徹底的推進により、売上を確保しながら大幅な損益改善効果が現れることを計画に反映いたしました。 

 

【損益計画（連結）】      （単位：百万円） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

売上高 4,700 4,877 5,127

営業利益 63 195 261

経常利益 44 192 261

当期利益 △98 179 245

 

【損益計画（単体）】      （単位：百万円） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

売上高 4,398 4,575 4,825

営業利益 55 187 253

経常利益 42 190 256

当期利益 △100 177 243

（注）平成 21 年３月期は、前記「１．業務の再構築」にそれぞれ記載した計画の実行に伴い、

以下の特別損失を見積もっております。 

印刷機の移設費   △102百万円 

校正機の移設費   △ 25百万円 

新宿事業所改装工事代  △ 3百万円 

    △130百万円 

  なお、平成20年３月17日付「事業再構築計画の策定に関するお知らせ」で公表いたしました当社グルー

プの中期損益計画はご参考までに以下のとおりとなっております。 
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【損益計画（連結）】      （単位：百万円） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

売上高 4,553 4,851 5,302

営業利益 64 64 83

経常利益 45 46 65

 

【損益計画（単体）】      （単位：百万円） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

売上高 4,251 4,549 5,000

営業利益 56 56 75

経常利益 43 44 63

 

３．人員配置について 

前記「１．業務の再構築について」に記載した各施策を実施することにより、平成20年３月17日付

「事業再構築計画の策定に関するお知らせ」で公表いたしました当社グループの人員削減策についても

見直しを行った結果、今次業務推進体制の見直しは、社員の配置転換での対応となりますので、追加の

人員削減は原則発生いたしません。 

事業所別業務別人員構成に係る現時点の案は以下のとおりであります。 

         （単位：人） 

 平成19年12月末  平成20年３月末  見直し後 

 製版 印刷 営業 管理 合計 製版 印刷 営業 管理 合計 製版 印刷 営業 管理 合計

大阪 32  37 3 72 27  34 3    64 9 23 34 3 69

神戸 5  12 1 18    

中部 11  11 2 24 6  4 2 12   2 2

新宿 52  38 5 95 44  44 9 97 70  44 9 123

江東  32   32  32   32    

渋谷   20  20   19  19   19 19

本社    26 26    19 19    19 19

合計 100 32 118 37 287 77 32 101 33 243 79 23 99 31 232

（注1）平成19年12月末の関西事業所には、平成20年３月末に閉鎖したダブル・クロック本町の人員を含む 

（注2）神戸事業所（売却予定）の人員は関西事業所に異動済 

（注3）ペルフェクトに８人が配置転換 

 

４．役員の異動について 

平成20年３月17日公表の「事業再構築計画」において、代表者の異動を含む経営体制の一新をお知

らせしておりましたが、今般、帆風、新日本カレンダー及び松井勝美氏から資本を受け入れるにあたっ

て、これを見直しております。 

「事業再構築計画」策定時においては、スピーディーに事業の再構築を推進するにあたっては、経営

体制の刷新・若返りが必要と判断しておりましたが、かつて役員の交流を行うなど親密な関係にあった

帆風や創業以来の得意先である新日本カレンダーにご協力を仰ぐには、現代表者が引き続き経営にあた

ることが有効と判断いたしました。 

なお、平成20年５月15日の決算発表時に、３月17日に公表したものと同じ役員の異動を公表して

おりますが、これは決算発表時点で今回の第三者割当増資に伴う経営体制の見直しが固まっていなかっ

たため、３月17日公表と同じものを決算短信末尾に記載したものです。 
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（１）変更前（平成20年５月15日公表分） 

 

（平成20年６月27日付予定） 

①取締役・監査役 

（新役職名）          （現役職名） 

代表取締役社長         取締役                筒井  剛 

取締役東京事業本部本部長    東京事業本部本部長          住井 秀行 

取締役関西事業本部本部長    関西事業本部本部長          八木 浩志 

取締役東京生産統括部部長    東京生産統括部統括部長        千葉 達也 

取締役業務本部本部長      業務本部本部長            西田 道夫 

常勤監査役           常勤監査役              大山 俊夫 

監査役             監査役                髙島 史郎 

監査役             監査役                中谷 秀孝 

 

②退任取締役 

（新役職名）         （現役職名） 

相談役            代表取締役社長            片山 英彦 

顧問営業管理室長       取締役営業管理室長          北口 芳雄 

顧問経営企画室長       取締役経営企画室長          市川 雅昭 

 

（２）変更後 

 

①取締役・監査役 

（新役職名）          （現役職名） 

代表取締役社長         代表取締役社長            片山 英彦 

常務取締役（関西統括）     取締役                筒井  剛 

常務取締役（関東統括）     ㈱帆風                湯浅 逸郎 

取締役（業務統括）       取締役経営企画室長          市川 雅昭 

取締役営業本部長        東京事業本部本部長          住井 秀行 

取締役生産統括部長       東京生産統括部統括部長        千葉 達也 

取締役（非常勤）        ㈱帆風 代表取締役社長        犬飼 俊輔 

常勤監査役           常勤監査役              大山 俊夫 

監査役             監査役                髙島 史郎 

監査役             監査役                中谷 秀孝 

 

（注）社外より以下の取締役２名を受入れる予定です 

湯浅 逸郎 （㈱帆風 元凸版印刷株式会社 営業本部長） 

犬養 俊輔 （㈱帆風 代表取締役社長） 

 

②退任取締役 

                 （現役職名） 

退任              取締役営業管理室長          北口 芳雄 

 

以上 


