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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(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 ％

21年３月期第１四半期 1,162 ─ △17 ─ △19 ─ 25 ─

20年３月期第１四半期 1,271 ─ ２ ─ 12 ─ ８ ─

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

21年３月期第１四半期 ３ 19 ─ ─

20年３月期第１四半期 １ 21 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 3,972 1,280 32.2 97 80

20年３月期 3,876 919 23.7 129 53
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 1,280百万円 20年３月期 919百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

21年３月期 ─ 0 00

21年３月期(予想) 0 00 ─ 0 00 0 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 2,305 △5.9 △１ ─ △７ ─ △44 ─ △３ 28

通期 4,728 △5.9 30 ─ 15 ─ 14 ─ １ 04
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 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）

21年３月期第１四半期 13,392,000株 20年３月期 7,392,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 297,436株 20年３月期 297,116株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 7,886,071株 20年３月期第１四半期 7,103,760株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記数値と異なる場合があります。
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株式会社光陽社(7946)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速等により個人消費

の落ち込みが見られ、減速・停滞感が顕在化してまいりました。

印刷業界におきましても、原油価格高騰に伴う原材料費の高騰や運送コストの増大を受注・販売価格に転

嫁することができず、厳しい受注環境となっております。

このような経済環境のもと、当社グループは印刷生産体制を増強することにより印刷受注の内製化を推進

し、付加価値の増加を図っております。また、製版事業を東京に集約することにより固定費削減を図り、か

つ、製版から印刷までのトータル受注を拡大することにより受注確保に努めております。

また、前連結会計年度に策定いたしました「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、計画の一部を見直し、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、高級美術品印刷の分野で高い技術と見

識を有する株式会社サンエムカラー相談役の松井勝美氏及び当社得意先であり団扇・カレンダー制作大手の

新日本カレンダーに対し第三者割当増資を実施し、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、共同仕入等による原価低減、印刷付加価値の増加など当社グループの経営

再構築に向けた支援を受けており、その効果は今後現れてくるものと思われます。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における経営成績は、営業損失17百万円、経常損失19百万円、四

半期純利益25百万円となりました。

売上高は11億62百万円となり、売上原価が８億84百万円となった結果、売上総利益は２億78百万円となり

ました。

売上高の内訳は、製品売上高４億36百万円（構成比37.5％）、印刷売上高６億43百万円（構成比55.4％）及

び商品売上高82百万円（構成比7.1％）であります。商品売上高に含まれる連結子会社の売上高は81百万（商

品売上の98.3％）であります。

売上原価の主な内訳は、商品仕入高60百万円及び製造原価８億22百万円であります。

製造原価の主な内訳は、材料費１億15百万円、労務費１億62百万円及び経費５億21百万円であります。経

費に含まれている外注加工費は４億33百万円となり、その内訳は製品外注費69百万円及び印刷外注費３億63

百万円となっております。

販売費及び一般管理費が２億96百万円となり、当第１四半期連結会計期間における営業損益は17百万円の

損失となりました。

販売費及び一般管理費の主要な内訳は、給料手当等の人件費１億65百万円、福利厚生費26百万円、荷造運

賃20百万円、賃借料17百万円及び旅費交通費12百万円であります。

営業外収益は受取利息９百万円を含む16百万円となり、営業外費用は支払利息９百万円及び支払補償費５

百万円を含む18百万円となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間における経常損益は19百万円の

損失となりました。

特別利益は投資有価証券売却益89百万円となり、特別損失は投資有価証券売却損11百万円及び事業構造改

善費用29百万円を含む40百万円となりました。税金費用が３百万円となり、当第１四半期連結会計期間にお

ける四半期純利益は25百万円となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の流動資産は20億58百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億45百万円

の増加となりました。これは、現金及び預金が４億13百万円増加した反面、受取手形39百万円、売掛金48百

万円及び仕掛品23百万円の減少があったことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の有形固定資産は11億89百万円となり、前連結会計年度末に比べて３百万円

の減少となりました。これは、機械装置等の取得により36百万円の増加があった一方、機械装置等の除却24

百万円及び減価償却費15百万円による減少があったことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の無形固定資産は38百万円となり、前連結会計年度末に比べて５百万円の増

加となりました。これは、ソフトウエアの取得より５百万円の増加があったことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の投資その他の資産は６億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億

52百万円の減少となりました。これは、投資有価証券の売却により２億27百万円及び保証金等の減少12百万

円があったことによるものであります。

上記の結果、当第１四半期連結会計期間末の固定資産は19億11百万円となり、前連結会計年度末に比べて

２億51百万円の減少となりました。

当第１四半期連結会計年度末の繰延資産は２百万円となり、前連結会計年度末に比べて１百万円の増加と

なりました。これは、第三者割当増資に伴う株式交付費１百万円の増加によるものであります。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における資産合計は39億72百万円となり、前連結会計年度末に

比べて96百万円の増加となりました。

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は16億88百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億28百万円

の減少となりました。これは、賞与引当金の増加22百万円及び設備支払手形の増加36百万円があった一方、

短期借入金の減少１億47百万円及び事業構造改善引当金の減少44百万円があったことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は10億３百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億37百万円

の減少となりました。これは、長期借入金の減少１億２百万円及び繰延税金負債の減少27百万円があったこ

とによるものであります。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は26億91百万円となり、前連結会計年度末に

比べて２億65百万円の減少となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は12億80百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億61百万円の

増加となりました。これは、第三者割当増資による資本金１億80百万円及び資本準備金１億80百万円の増加

によるものであります。

以上の結果、当第１四半期連結会計年度末における負債純資産合計は39億72百万円となり、前連結会計年

度末に比べて96百万円の増加となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
原油価格の高騰や米国経済の減速等により先行きの不透明感が増大する中、当社は「事業再構築計画」の

一部見直しを行い、第三者割当増資を実施し各割当先からの支援を受け、経営再構築を推進しております。

「事業再構築計画」の諸施策を実施することにより、当社グループは利益構造を改善できる計画を策定い

たしました。

当社グループの第２四半期累計期間における業績見通しは、売上高23億５百万円、営業損失１百万円、経

常損失７百万円を見込んでおります。当期純利益につきましては、固定資産売却益70百万円及び投資有価証

券売却益１億23百万円等の特別利益を見込む一方、投資有価証券売却損94百万円及び印刷機、校正機の移設

費及び新宿事業所の改装工事費１億30百万円等の特別損失を見込むため44百万円の当期純損失となる予定で

あります。

また、当社グループの平成21年３月期末における業績見通しは、売上高47億28百万円、営業利益30百万円、

経常利益15百万円を見込んでおります。当期純利益につきましては、第２四半期累計期間における特別利益

及び特別損失の他、固定資産売却益62百万円等の特別利益を見込む一方、固定資産売却損20百万円等の特別

損失を見込むため14百万円の当期純利益となる予定であります。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２ 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行う方法によっております。

３ 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
１ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

決算短信 2008年08月12日 15時03分 01851xe05_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－5－



株式会社光陽社(7946)平成21年３月期 第１四半期決算短信

２ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

これによる損益の影響はありません。

３ リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用

することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。

これによる損益の影響はありません。
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(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

当社グループは、前連結会計年度まで２期連続して営業損失を計上しております。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年３月期中に事業所の統廃合を伴う抜本的施策を

加えるとともに、数値目標の見直しを行った「事業再構築計画」を策定し、実施中であります。

この計画を確実に実行することによりコスト構造の改善を推進し、黒字体質への転換並びに経営効率の

改善を果たし、その継続的安定化を目指す所存であります。

さらに、当社グループの属する印刷業界を取り巻く経営環境を勘案して、平成20年６月19日に第三者割

当増資を実施し、それに併せ各割当先から当社グループの製版・印刷業務の受注拡大並びに品質及び生産

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ており

ます。

以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の

影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年６月19日付で、株式会社帆風、松井勝美氏及び新日本カレンダー株式会社より第三者

割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が180,000千円、資

本剰余金が180,000千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,928,959千円、資本剰余

金が180,000千円となっております。
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5.【四半期連結財務諸表】 
（1）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 938,496 524,801

受取手形 364,766 404,669

売掛金 568,180 616,649

商品及び製品 17,183 17,899

仕掛品 73,515 96,757

原材料及び貯蔵品 34,015 33,794

その他 90,438 50,293

貸倒引当金 △28,035 △31,672

流動資産合計 2,058,561 1,713,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 507,820 518,711

機械及び装置（純額） 50,051 40,161

車両運搬具（純額） 429 465

土地 611,371 611,371

その他（純額） 19,984 22,335

有形固定資産合計 1,189,657 1,193,044

無形固定資産 38,561 33,264

投資その他の資産   

投資有価証券 556,575 783,784

その他 212,640 232,997

貸倒引当金 △85,751 △80,403

投資その他の資産合計 683,464 936,378

固定資産合計 1,911,683 2,162,688

繰延資産 2,452 805

資産合計 3,972,697 3,876,687

負債の部   

流動負債   

支払手形 476,841 489,466

買掛金 231,313 270,044

短期借入金 560,582 708,220

未払法人税等 5,321 16,558

事業構造改善引当金 18,133 62,753

賞与引当金 66,477 44,348

その他 329,825 225,736

流動負債合計 1,688,494 1,817,128

固定負債   

社債 50,000 50,000
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

長期借入金 457,098 559,833

退職給付引当金 459,641 460,660

その他 36,708 70,014

固定負債合計 1,003,448 1,140,508

負債合計 2,691,943 2,957,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,928,959 1,748,959

資本剰余金 180,000 －

利益剰余金 △747,345 △772,549

自己株式 △34,584 △34,562

株主資本合計 1,327,029 941,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,275 △22,796

評価・換算差額等合計 △46,275 △22,796

純資産合計 1,280,753 919,050

負債純資産合計 3,972,697 3,876,687
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（2）【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,162,667

売上原価 884,243

売上総利益 278,423

販売費及び一般管理費 296,173

営業損失（△） △17,749

営業外収益  

受取利息 41

受取配当金 9,740

その他 6,997

営業外収益合計 16,779

営業外費用  

支払利息 9,373

支払補償費 5,714

その他 3,479

営業外費用合計 18,566

経常損失（△） △19,537

特別利益  

投資有価証券売却益 89,185

特別利益合計 89,185

特別損失  

固定資産売却損 55

投資有価証券売却損 11,752

事業構造改善費用 29,175

特別損失合計 40,983

税金等調整前四半期純利益 28,664

法人税、住民税及び事業税 3,460

法人税等合計 3,460

四半期純利益 25,203
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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利益 28,664

減価償却費 16,620

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,711

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,128

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,018

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △44,619

受取利息及び受取配当金 △9,781

支払利息 9,373

有形固定資産売却損益（△は益） 55

有形固定資産除却損 24,108

投資有価証券売却損益（△は益） △77,433

売上債権の増減額（△は増加） 86,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,736

仕入債務の増減額（△は減少） △49,549

その他 31,706

小計 62,338

利息及び配当金の受取額 9,782

利息の支払額 △8,438

法人税等の支払額 △16,547

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,134

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 △1,647

有形固定資産の売却による収入 200

無形固定資産の取得による支出 △8,846

投資有価証券の取得による支出 0

投資有価証券の売却による収入 247,265

短期貸付金の回収による収入 236

長期貸付金の回収による収入 180

差入保証金の差入による支出 △2,349

差入保証金の回収による収入 23,970

投資活動によるキャッシュ・フロー 259,008

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △20,000

長期借入金の返済による支出 △230,373

株式の発行による収入 357,946

自己株式の取得による支出 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,694

現金及び現金同等物の期首残高 524,201
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 937,896

株式会社光陽社（7946）平成21年３月期　第１四半期決算短信

－12－



株式会社光陽社(7946)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 1,271,372

Ⅱ 売上原価 916,022

　 売上総利益 355,350

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　1. 役員報酬・給与諸手当 181,214

　2. 福利厚生費 29,128

　3. 賞与引当金繰入額 18,099

　4. 退職給付引当金繰入額 11,085

　5. 減価償却費 1,780

　6. その他 111,912

　 販売費及び一般管理費合計 353,221

　 営業利益 2,128

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 223

　2. 受取配当金 13,837

　3. 賃貸収入 1,104

　4. その他 7,033

　 営業外収益合計 22,198

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 10,024

　2. その他 1,712

　 営業外費用合計 11,737

　 経常利益 12,589

Ⅵ 特別利益

　 その他 46  
　 特別利益合計 46

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産除却損 529

　2. その他 61

　 特別損失合計 590

　 税金等調整前四半期純利益 12,045

　 税金費用 3,484

　 四半期純利益 8,560
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