
 

平成21年１月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）

及び通期業績予想の修正について
   平成20年12月19日

上場会社名 株式会社　光彩工芸 上場取引所 ＪＱ

コード番号 7878 ＵＲＬ　http://www.kosaikogei.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）深沢　栄二

問合せ先責任者　（役職名）
取締役執行役員

管理部部長
（氏名）吉田　貴 ＴＥＬ　（0551）28－4181

（百万円未満切捨て）

１．平成21年１月期第３四半期の業績（平成20年２月１日　～　平成20年10月31日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 2,390 △2.2 11 － 10 － 7 －

20年１月期第３四半期 2,443 △13.4 △49 － △40 － △60 －

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

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年１月期第３四半期 1 78 － －

20年１月期第３四半期 △15 35 － －

20年１月期 △11 98 － －

(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

21年１月期第３四半期 2,173 1,607 74.0 407 0

20年１月期第３四半期 2,521 1,610 63.9 407 56

20年１月期 2,238 1,623 72.5 410 96

(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

21年１月期第３四半期 258 △23 △43 351

20年１月期第３四半期 105 △28 11 178

20年１月期 311 △40 △197 161
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

20年１月期第３四半期 － －

21年１月期第３四半期 － －

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）　

　平成21年１月期の通期業績予想につきましては、前回公表（平成20年９月24日）の通期業績予想を修正いたしておりま

す。詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。

 （％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 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,140 △6.6 20 126.4 20 17.9 10 － 2 53

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。　

※　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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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期における日本経済は、アメリカ発の金融市場の混乱が急速に世界に波及したことから大きな打撃を受け、

景気が一気に減速いたしました。

　このような環境の下、当社におきましては、財務面での健全性維持のため、引き続き棚卸資産の圧縮、業務の効率化

などに努めてきたほか、新製品の開発や海外市場も含めての販路の拡大、既存商品のシェアアップなどに注力してまい

りました。

　営業キャッシュフローは、繁忙期に入り、大手得意先への販売量増加に伴って売掛債権が増加したことなどが影響し、

中間期から若干減少いたしました。これに伴い、現金および現金同等物は資金需要期であったこともあり、中間期末か

ら43百万円減少いたしましたが、前年同期との比較では173百万円の増加となり、大幅な改善となっております。

　当社では、変動の激しい地金相場の影響を避けることとキャッシュフローの健全性を優先する方針により棚卸資産の

圧縮に努めてまいりました。第３四半期におきましてもこの方針を貫いたことから計画を超えて棚卸資産の圧縮を行い、

製造原価を押し上げるなどの影響もありましたが、長期的には健全な経営体質を維持することに大きく貢献したと考え

ております。

　ジュエリー受注事業につきましては、ブライダル関係商品のＯＥＭ生産が引き続き好調であり、受注数量は前年同期

との比較では約１．４倍の伸びとなりましたが、プラチナ新素材を用いた新型商品の投入が遅れたほか、Ｋ１０（金含

有率41.7％）など低価格素材を用いた商品は全体的に販売数量が伸び悩みました。また、市場全体が縮小したことから

顧客企業が慎重な姿勢を強め、受注が後倒しとなったことも販売面に影響いたしました。

　ジュエリーパーツ事業につきましては、海外向け商品は引き続き好調を維持し、前年同期との比較で受注数量は約１．

７倍の伸びとなりましたが、国内市場向け商品は高いシェアを維持しているものの市場全体が景気後退の影響を強く受

けたことから販売数量が伸び悩みました。

  売上高につきましては、急激な地金相場の下落に伴う販売単価の低下および消費の冷え込みによる販売数量の伸び悩

みから、前年同期との比較ではわずかに減少いたしましたが、利益面につきましては、棚卸資産を大幅に圧縮したこと

で製造原価を押し上げたもののコスト削減の効果などから営業利益、経常利益とも前年同期との比較では増益となりま

した。

　以上により、第３四半期における当社の業績は、売上高が2,390百万円（前年同期比97.8％）、経常利益は10百万円

（前年同期は40百万円の損失）、当期純利益は7百万円（前年同期は60百万円の損失）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期における総資産は2,173百万円となり、前事業年度末に比べ65百万円減少いたしました。その主な要因は、

受取手形が37百万円、棚卸資産が252百万円減少し、現金及び預金が203百万円増加した事によるものであります。

  負債は565百万円となり、前事業年度末に比べ48百万円減少いたしました。その主な要因は、買掛金の減少51百万円に

よるものであります。

　なお、純資産は1,607百万円となり、自己資本比率は74.0％となりました。

キャッシュ・フローの分析

　当第３四半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189百万円増加し、

当期末残高は351百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期において営業活動の結果獲得した資金は258百万円（前年同期は獲得した資金105百万円）となり

ました。これは主に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）

　当第３四半期において投資活動の結果使用した資金は23百万円（前年同期は使用した資金28百万円）となりま

した。これは主に、定期預金の預入によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期において財務活動の結果使用した資金は43百万円（前年同期は得た資金11百万円）となりました。

これは主に、借入金の返済と配当金の支払いによるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年１月期業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）の修正

前回公表（平成20年９月24日）の通期業績予想を下記の通り修正いたします。　

　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

　前回予想（Ａ） 3,400 110 110 55

　今回修正（Ｂ） 3,140 20 20 10

　増減額（Ｂ－Ａ） △260 △90 △90 △45

　増減率（％） △7.6 △81.8 △81.8 △81.8

　修正理由

　売上高につきましては、ジュエリー受注事業はマリッジ関係商品等の販売が引き続き好調を維持し、また、景気の急

速な後退に伴い市場全体が縮小したことから顧客企業が慎重な姿勢を強め、後ろ倒しになっていた受注が第４四半期に

おいて確保される見込みでありますが、市場全体が景気後退の影響を強く受けている事により、クリスマス商戦などジュ

エリー市場全般での需要の減少が予想されます。

　ジュエリーパーツ事業におきましては、地金相場の変動による販売単価への影響を最小にし、適正な価格で販売する

ための取組みを進めておりますが、今期においては完全には価格転換出来ず、地金相場の下落に伴う販売単価の低下な

どが予想されます。またジュエリー受注事業同様に景気後退の影響を受け需要の減少が予想されます。　

　以上の要因などから、第３四半期に比べ、第４四半期の受注は回復に向かうものの、通期の売上高は予想値を下回る

見込みとなりました。

　営業利益、経常利益につきましては、上記の理由により販売数量が伸び悩んだほか、地金相場の急激な下落の影響を

受けたことなどが、利益を押し下げる要因となりました。また、当社ではキャッシュフローの健全性を維持する目的か

ら、仕掛品を中心とした棚卸資産の在庫圧縮を当初の見込みを超えて更に押し進める方針であり、このことが製造原価

を押し上げる要因となるため、通期の利益は減少する見込みであります。

　以上のことから、通期の業績は、売上高が3,140百万円、経常利益は20百万円、当期純利益は10百万円となる見通しで

あります。

 

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 影響額が僅少なものにつきましては、一部簡便な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

 　 該当事項はありません。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

 現金及び預金 288,497 480,551   276,815

 受取手形 75,341 79,594   117,475

 売掛金 571,064 530,622   500,339

 棚卸資産 1,053,601 609,993   862,397

 繰延税金資産 3,069 2,511   3,629

 その他 22,867 16,211   15,691

 貸倒引当金 △16,420 △6,095   △15,694

流動資産合計 1,998,021 1,713,389 △284,631 △14.2 1,760,654

Ⅱ　固定資産      

 １.有形固定資産      

 建物 144,041 133,136   141,528

 構築物 2,805 2,539   2,778

 機械及び装置 69,028 56,299   65,662

 器具及び備品 28,128 22,625   25,763

 土地 155,636 155,636   155,636

有形固定資産合計 399,639 370,237 △29,401 △7.4 391,368

 ２.無形固定資産      

 ソフトウェア 5,211 8,254   7,489

 電話加入権 1,723 1,723   1,723

無形固定資産合計 6,935 9,977 3,042 43.9 9,212

 ３.投資その他の資産      

 投資有価証券 65,604 21,703   27,061

 破産更生債権等 19,694 20,356   19,694

 繰延税金資産 18,500 20,131   16,736

 保険積立金 26,748 33,435   28,419

 会員権 23,000 23,000   23,000

 その他 3,697 2,602   3,517

 貸倒引当金 △40,744 △41,199   △40,744

投資その他の資産
合計 

116,500 80,028 △36,472 △31.3 77,684

固定資産合計 523,075 460,244 △62,831 △12.0 478,265

資産合計 2,521,096 2,173,633 △347,462 △13.8 2,238,919
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科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

 支払手形 25,813 13,401   18,815

 買掛金 194,055 92,766   144,348

 短期借入金 430,000 230,000   230,000

  １年以内返済
  予定長期借入金

32,852 28,852   31,104

 その他 116,257 117,610   90,587

流動負債合計 798,979 482,631 △316,347 △39.6 514,855

Ⅱ　固定負債      

 長期借入金 57,452 28,600   49,676

 退職給付引当金 39,800 38,490   35,610

 役員退職慰労
 引当金

14,366 16,266   14,841

固定負債合計 111,618 83,356 △28,262 △25.3 100,127

負債合計 910,597 565,988 △344,609 △37.8 614,983

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

 資本金 602,150 602,150 － － 602,150

 資本剰余金 509,290 509,290 － － 509,290

 利益剰余金 499,838 500,408 569 0.1 513,130

 自己株式 △2,684 △3,028 △343 △12.8 △2,684

株主資本合計 1,608,594 1,608,820 226 0.0 1,621,886

Ⅱ　評価・換算差額等      

 その他有価証券
 評価差額金

1,904 △1,174 △3,079 － 2,050

　　評価・換算差額等
合計

1,904 △1,174  － 2,050

純資産合計 1,610,499 1,607,645 △2,853 △0.2 1,623,936

負債・純資産合計 2,521,096 2,173,633 △347,462 △13.8 2,238,919
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成20年１月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,443,922 2,390,357 △53,564 △2.2 3,361,889

Ⅱ　売上原価 2,161,976 2,092,973 △69,002 △3.2 2,928,760

売上総利益 281,946 297,383 15,437 5.5 433,128

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

331,008 286,197 △44,810 △13.5 424,293

営業利益または営
業損失（△）

△49,062 11,186 60,248 － 8,834

Ⅳ　営業外収益 13,258 3,877   15,433

Ⅴ　営業外費用 5,172 4,748   7,301

経常利益または経
常損失（△）

△40,976 10,314 51,291 － 16,966

Ⅵ　特別利益 1,430 7,501   2,310

Ⅶ　特別損失 20,425 768   59,223

税引前四半期純利益
または税引前四半期
（当期）純損失
（△）

△59,972 17,047 77,019 － △39,946

税金費用 665 10,011   7,399

四半期純利益または
四半期（当期）純損
失（△）

△60,637 7,036 67,673 － △47,345
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期（自　平成19年２月１日　至　平成19年10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

第３四半期中の変動額

剰余金の配当      △23,709 △23,709  △23,709

別途積立金の積立     35,000 △35,000 －  －

四半期純損失      △60,637 △60,637  △60,637

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

        －

第３四半期中の変動額合計
（千円）

－ － － － 35,000
△

119,347
△84,347 － △84,347

平成19年10月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 520,000 △56,367 499,838 △2,684 1,608,594

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

第３四半期中の変動額

剰余金の配当   △23,709

別途積立金の積立   －

四半期純損失   △60,637

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

△2,146 △2,146 △2,146

第３四半期中の変動額合計
（千円）

△2,146 △2,146 △86,494

平成19年10月31日　残高
（千円）

1,904 1,904 1,610,499

㈱光彩工芸（7878）平成 21 年１月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）及び通期業績予想の修正について
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当第３四半期（自　平成20年２月１日　至　平成20年10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

第３四半期中の変動額

剰余金の配当      △19,758 △19,758  △19,758

別途積立金の取崩     △70,000 70,000 －  －

四半期純利益      7,036 7,036  7,036

自己株式の取得　        △343 △343

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

         

第３四半期中の変動額合計
（千円）

－ － － － △70,000 57,278 △12,721 △343 △13,065

平成20年10月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 450,000 14,202 500,408 △3,028 1,608,820

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20年１月31日　残高
（千円）

2,050 2,050 1,623,936

第３四半期中の変動額

剰余金の配当   △19,758

別途積立金の取崩   －

四半期純利益   7,036

自己株式の取得　   △343

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

△3,225 △3,225 △3,225

第３四半期中の変動額合計
（千円）

△3,225 △3,225 △16,291

平成20年10月31日　残高
（千円）

△1,174 △1,174 1,607,645
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前事業年度（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      △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   △23,709

別途積立金の積立   －

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
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年１月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前四半期純利益又は税
引前四半期（当期）純損失
（△）

△59,972 17,047 △39,946

減価償却費 24,844 25,360 33,766

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△3,020 2,880 △7,210

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：△）

14,366 1,425 14,841

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

23,224 △9,143 22,498

受取利息及び受取配当金 △636 △669 △886

固定資産除却損 1,992 768 2,003

支払利息 4,573 3,278 6,423

売上債権の増減額
（増加：△）

119,477 7,596 148,068

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△70,773 252,403 120,430

仕入債務の増減額
（減少：△）

117,970 △56,994 61,264

未払債務の増減額
（減少：△）

18,749 21,009 △15,704

未払消費税等の増減額
（減少：△）

△11,387 △3,815 △1,213

破産更生債権等の増減額
（増加：△）

△19,694 △661 △19,694

その他 △12,328 6,136 32,466

小計 147,386 266,620 357,109

利息及び配当金の受取額 523 600 770

利息の支払額 △4,635 △3,265 △6,394

法人税等の支払額 △37,912 △5,597 △40,220

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

105,362 258,358 311,264
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前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年１月期）

区分 金額（千円） 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 

△13,591 △13,740 △18,168

有形固定資産の取得によ
る支出 

△9,343 △2,766 △13,202

その他 △5,765 △7,202 △9,037

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△28,700 △23,708 △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：△） 

80,000 － △120,000

長期借入金の返済による
支出 

△44,812 △23,328 △54,336

配当金の支払額 △23,604 △19,526 △23,655

その他 － △343 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

11,583 △43,198 △197,991

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

－ △1,456 △878

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

88,246 189,995 71,986

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

89,793 161,779 89,793

Ⅶ　現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

178,039 351,774 161,779
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