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1.  21年1月期の業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年1月期 3,110 △7.5 12 42.1 10 △37.1 4 ―

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

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 ％ ％ ％

21年1月期 1.02 ― 0.3 0.5 0.4
20年1月期 △11.98 ― △2.9 0.7 0.3

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  ―百万円 20年1月期  ―百万円

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 2,104 1,605 76.3 406.46
20年1月期 2,238 1,623 72.5 410.96

（参考） 自己資本   21年1月期  1,605百万円 20年1月期  1,623百万円

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 347 △39 △51 418
20年1月期 311 △40 △197 161

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 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 百万円 ％ ％

20年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 19 ― 1.2
21年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 19 487.9 1.2

22年1月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 ――― 76.0 ―――

3.  22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期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2四半期累計期間 1,375 △12.5 △35 ― △35 ― △40 ― △10.13

通期 3,010 △3.2 50 298.2 50 368.9 26 542.2 6.58
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、31ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年1月期  3,960,000株 20年1月期  3,960,000株

② 期末自己株式数 21年1月期  10,483株 20年1月期  8,392株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載しております業績予想につきましては、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、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。  
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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、世界的な金融不安や景気後退の影響を受け急速に悪化いたしました。ジュエリー市

場におきましても消費マインドの冷え込みから販売数量が伸び悩み、業況に大きな影響を与えました。

  このような経営環境の下、当社では製品の品質（Ｑｕａｌｉｔｙ）および質感（Ｑｕａｌｉａ）を重視することに

より、顧客企業および消費者の期待に応えることに努めてまいりました。

　財務面では営業活動におけるキャッシュフローを改善するために、棚卸資産の大幅な圧縮を行うなど財務体質の強

化を積極的に行ってまいりました。このことは、一時的に製造原価を押し上げる要因となりましたが、前期末との比

較で棚卸資産が339百万円減少し、現金および現金同等物が257百万円増加するなど改善が進みました。また、自己資

本比率が76％に達するなど、健全性の高い財務体質を実現いたしました。

　売上面では、ジュエリー受注事業につきましては、上半期にマリッジ・エンゲージリングなどブライダル関係製品

の売上高が大きく増加しましたが、第４四半期（11月～１月）に市場が急激に冷え込んだ影響から、通期では前期比

で1.3倍強の伸びにとどまりました。また、ファッションジュエリーなどその他の製品につきましても、クリスマス商

戦を中心に低調に終わったことにより、全体の売上高は前期を下回りました。ジュエリーパーツ事業につきましては、

香港、アメリカ市場向け製品が第３四半期までは非常に高い伸びを示していましたが、通期では世界的な景気後退の

影響から前期比で約1.8倍の増加にとどまりました。国内向け製品につきましては、一部の既存製品は売上高が増加し

ましたが、新型ピアスキャッチなどの市場投入が遅れたほか、予想を超える市場縮小の影響により、全体の売上高は

前期を下回りました。

　利益面では、棚卸資産の圧縮など財務体質強化に注力したことが製造原価を押し上げる要因となりましたが、時間

当たり生産性の向上、コスト削減などの取組みを進めたことにより、営業利益は前期との比較でわずかながら増益と

なり当期純利益も黒字を確保いたしました。

　以上により、当期のジュエリー受注事業の売上高は1,366百万円（前期比93.2％）、ジュエリーパーツ事業の売上高

は1,686百万円（前期比92.4％）、その他の売上高は57百万円（前期比80.9％）、売上高の総額は3,110百万円（前期

比92.5％）となりました。また利益面につきましては、経常利益10百万円（前期比62.9％）、当期純利益4百万円（前

期は47百万円の損失）となりました。

　（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、国内外とも景気の低迷が長期化することが予想され、当面、厳しい状況が続くもの

と思われます。第１四半期（２月～４月）につきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用開始に伴い

評価損が発生する見込みであります。また、受注量の急激な回復が見込めず棚卸資産の圧縮も継続することから、前

年同期との比較では減収減益となり赤字決算となる見通しであります。

　第２四半期以降は在庫循環が一巡する見通しであり、新規設備の導入による生産体制の強化、新型商品の開発や市

場投入が本格化する見込みであることから、業績は徐々に回復に向かうものと予想しております。第１四半期に「棚

卸資産の評価に関する会計基準」適用開始に伴う評価損発生が見込まれることから、中間期末までに赤字を解消する

ことは難しいものの、第３四半期以降は繁忙期に入ることから期末には黒字化できるものと予想しております。

　ジュエリー受注事業につきましては、引き続きブライダル関係製品の販売強化に注力し、新型製品の開発や既存顧

客を含めた販路の拡充を進めるほか、オーダー型アニバーサリージュエリー、Ｐｔ５００などの新素材を用いた製品

の開発などに注力してまいります。

　ジュエリーパーツ事業につきましては、新型製品の開発と市場投入を進めて行くほか、既存製品では新規設備の導

入による生産能力増強と品質の安定化を図ってまいります。また、海外向け製品につきましては、香港、アメリカ市

場を主なターゲットとし、Ｋ１８素材を使用した高品質・高付加価値製品の投入を進めてまいります。

　通期の売上高は減収になる見込みでありますが、マリッジ関係製品など利益率の高い製品の販売量増加や地金相場

の販売価格への適正な転嫁により利益率を高めてまいります。また、引き続き人員配置の見直しなどによる効率化や

生産性の向上によるコストの削減も予定しており、経常利益、当期純利益ともに増益となる見込みであります。

　以上により、平成22年１月期の見通しにつきましては、売上高3,010百万円、経常利益50百万円、当期純利益26百万

円を見込んでおります。
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（販売実績）  

事業部門別
第42期

（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

前期比（％）

製品

ジュエリー

メンズ（千円） 13,638 108.1

リング（千円） 860,890 101.7

コイン枠、ペンダント（千円） 305,324 74.9

その他（千円） 186,762 93.5

計（千円） 1,366,617 93.2

ジュエリー

パーツ

スクリューイヤリング（千円） 262,251 88.1

クリップイヤリング（千円） 537,959 83.6

ピアス（千円） 368,629 90.5

その他（千円） 517,625 108.6

計（千円） 1,686,466 92.4

小計（千円） 3,053,083 92.8

商品（千円） 57,098 80.9

合計（千円） 3,110,182 92.5
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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、1,648百万円となり、前期末と比較して、112百万円減少しております。

これは主に棚卸資産の減少および現預金の増加によるものです。

 　　　 2) 固定資産

 　　　　　当期末における固定資産の残高は、456百万円となり、前期末と比較して21百万円減少しております。これは

　 　　　主に減価償却に伴う有形固定資産の減少です。

        3) 流動負債

　 当期末における流動負債の残高は、420百万円となり、前期末と比較して94百万円減少しております。これは

主に買掛金の減少です。

4) 固定負債

   当期末における固定負債の残高は、78百万円となり、前期末と比較して21百万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、1,605百万円となり、前期末と比較して18百万円減少しております。これは

主に配当金の支払によるものです。

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257百万円増加し、当期末残

高は418百万円となりました。

（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347百万円（前年同期は獲得した資金311百万円）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39百万円（前年同期は使用した資金40百万円）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51百万円（前年同期は使用した資金197百万円）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。

17年１月期 18年１月期 19年１月期 20年１月期 21年１月期

自己資本比率（％） 70.1 67.0 68.9 72.5 76.3

時価ベースの自己資本比率（％） 68.0 76.2 66.1 41.8 29.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.8 － － 1.0 0.8

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 12.5 － － 48.7 81.6

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21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22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21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。

㈱光彩工芸（7878）平成 21 年 1 月期決算短信（非連結）

6



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法に適合する社内体制構築など

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し、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

　市場全体が縮小傾向にある中、当社では顧客企業との信頼関係を重視し、最終消費者のニーズに応えるため、品質

や質感にこだわり、デザイン、機能性など付加価値の高い商品を提供していくことで市場における存在感を高め、業

績の向上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）引き続きブライダル関係商品に注力し、マリッジ・エンゲージリング新型商品の開発や既存顧客を含めた販路の

拡充を進めてまいります。

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

３）Ｐｔ５００やオリジナルＷＧＫ１８新地金を用いた商品の新規開発、市場投入を行ってまいります。

４）オーダー型アニバーサリージュエリーの新規投入を行ってまいります。

 

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」を目標として

１）新規設備の導入により、生産能力の拡大および品質向上を実現してまいります。

２）デザインや機能性に優れた新型商品の開発を積極的に進め市場のニーズに応える製品を提供してまいります。

３）海外向けジュエリーパーツにつきましては香港、アメリカ市場を中心にＫ１８パ―ツを主体に新規開拓や販売網

の拡充を行ってまいります。

４）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。

５）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。

６）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。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成20年１月31日）

当事業年度
（平成21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 276,815 552,242

２．受取手形 ※２ 117,475 136,546

３．売掛金 500,339 430,798

４．商品 3,534 1,379

５．製品 184,281 104,663

６．原材料 35,572 26,405

７．仕掛品 631,558 380,970

８．貯蔵品 7,449 9,501

９．前払費用 5,505 6,586

10．繰延税金資産 3,629 1,648

11．未収還付法人税等 9,411 －

12. その他 774 3,071

　　貸倒引当金 △15,694 △5,695

流動資産合計 1,760,654 78.6 1,648,117 78.3

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

(１)建物 ※１ 744,390 744,390

減価償却累計額 602,862 141,528 614,020 130,370

(２)構築物 30,076 30,076

減価償却累計額 27,298 2,778 27,615 2,460

(３)機械及び装置 382,394 380,082

減価償却累計額 316,732 65,662 320,059 60,023

(４)工具・器具及び備品 250,980 254,322

減価償却累計額 225,216 25,763 230,412 23,909

(５)土地 ※１ 155,636 155,636

有形固定資産合計 391,368 17.5 372,400 17.7
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前事業年度
（平成20年１月31日）

当事業年度
（平成21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 7,489 7,457

(２)電話加入権 1,723 1,723

無形固定資産合計 9,212 0.4 9,180 0.4

３.投資その他の資産

(１)投資有価証券 27,061 19,594

(２)破産更生債権等 19,694 2,882

(３)長期前払費用 577 429

(４)繰延税金資産 16,736 16,219

(５)保証金 1,160 350

(６)保険積立金 28,419 35,106

(７)会員権 23,000 23,000

(８)長期未収入金 1,780 1,230

    貸倒引当金 △40,744 △23,725

投資その他の資産合計 77,684 3.5 75,086 3.6

固定資産合計 478,265 21.4 456,667 21.7

資産合計 2,238,919 100.0 2,104,784 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 18,815 13,169

２．買掛金 144,348 75,989

３．短期借入金 230,000 230,000

４．１年以内返済予定長期借
入金

※１ 31,104 26,176

５．未払金 40,422 31,934

６．未払費用 31,895 27,053

７．未払法人税等 3,318 6,010

８．未払消費税等 11,647 7,997

９．前受金 339 169

10．預り金 2,963 2,029

流動負債合計 514,855 23.0 420,528 20.0
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前事業年度
（平成20年１月31日）

当事業年度
（平成21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 49,676 23,500

２．退職給付引当金 35,610 38,710

３．役員退職慰労引当金 14,841 16,741

固定負債合計 100,127 4.5 78,951 3.8

負債合計 614,983 27.5 499,480 23.7

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   602,150 26.9  602,150 28.6

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 22.7  509,290 24.2

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  520,000   450,000   

繰越利益剰余金  △43,075   11,214   

利益剰余金合計   513,130 22.9  497,421 23.6

４．自己株式   △2,684 △0.1  △3,133 △0.1

株主資本合計   1,621,886 72.4  1,605,727 76.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  2,050 0.1  △423 △0.0

評価・換算差額等合計   2,050 0.1  △423 △0.0

純資産合計   1,623,936 72.5  1,605,304 76.3

負債純資産合計   2,238,919 100.0  2,104,784 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 3,291,345 3,053,083

２．商品売上高 70,543 3,361,889 100.0 57,098 3,110,182 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 2,613 3,534

２．製品期首たな卸高 262,521 184,281

３．当期商品仕入高 46,720 34,405

４．当期製品製造原価 2,805,591 2,611,386

合計 3,117,448 2,833,608

５．他勘定振替高 ※２ 871 6,659

６．商品期末たな卸高 3,534 1,379

７．製品期末たな卸高 184,281 104,663

８．原材料評価損 － 2,928,760 87.1 △1,124 2,722,030 87.5

売上総利益 433,128 12.9 388,152 12.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 424,293 12.6 375,596 12.1

営業利益 8,834 0.3 12,555 0.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 357 530

２．受取配当金 528 457

３．受取地代家賃 1,840 1,834

４．受取助成金 4,649 854

５．作業屑等売却収入 5,980 －

６．雑収入 2,076 15,433 0.5 1,070 4,747 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 6,423 4,318

２．為替差損 878 2,260

３．雑損失 － 7,301 0.2 59 6,638 0.2

経常利益 16,966 0.5 10,664 0.3
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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）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 － 8,877

２. 退職給付引当金戻入益 2,310 －

３. 保険金収入 － 2,310 0.0 1,140 10,018 0.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 2,003 772

２. 投資有価証券評価損 38,786 3,355

３．過年度役員退職慰労
　　引当金繰入額

18,433 59,223 1.8 － 4,128 0.1

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

△39,946 △1.2 16,554 0.5

法人税、住民税及び事業
税

8,453 8,371

法人税等調整額 △1,054 7,399 0.2 4,134 12,505 0.4

当期純利益または当期純
損失（△）

△47,345 △1.4 4,048 0.1
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 1,914,141 69.3 1,650,348 70.0

Ⅱ　労務費 365,313 13.2 298,179 12.6

Ⅲ　経費 ※１ 482,561 17.5 409,286 17.4

当期総製造費用 2,762,016 100.0 2,357,814 100.0

仕掛品期首たな卸高 677,909 631,558

計 3,439,926 2,989,373

仕掛品期末たな卸高 631,558 380,970

他勘定振替高 ※２ 2,775 △2,983

当期製品製造原価 2,805,591 2,611,386

　（注）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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         324,678千円

減価償却費       23,674千円

外注加工費      274,079千円

減価償却費       25,229千円

※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  11,572千円

その他  △8,797千円

計 2,775千円

金型売上原価振替高  10,751千円

その他 △13,734千円

計 △2,983千円

　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

㈱光彩工芸（7878）平成 21 年 1 月期決算短信（非連結）

14



当事業年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △19,758 △19,758  △19,758

別途積立金の取崩     △70,000 70,000 －  －

当期純利益      4,048 4,048  4,048

自己株式の取得        △448 △448

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）

    △70,000 54,290 △15,709 △448 △16,158

平成21年１月31日　残高
（千円）

602,150 509,290 509,290 36,206 450,000 11,214 497,421 △3,133 1,605,727

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △19,758

別途積立金の取崩   －

当期純利益   4,048

自己株式の取得   △448

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,474 △2,474 △2,474

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,474 △2,474 △18,632

平成21年１月31日　残高
（千円）

△423 △423 1,605,304
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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（△）

△39,946 16,554

減価償却費 33,766 35,147

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△7,210 3,100

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

14,841 1,900

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

22,498 △27,018

受取利息及び受取配当金 △886 △988

投資有価証券評価損 38,786 3,355

固定資産除却損 2,003 772

支払利息 6,423 4,318

為替差損 878 210

売上債権の増減額
（増加：△）

148,068 50,469

たな卸資産の増減額
（増加：△）

120,430 339,477

仕入債務の増減額
（減少：△）

61,264 △74,004

未払債務の増減額
（減少：△）

△15,704 △15,368

未払消費税等の増減額
（減少：△）

△1,213 △3,561

受取保険金 － △1,140

破産更生債権等の増減額
（増加:△）

△19,694 16,812

その他 △7,197 △3,798

小計 357,109 346,239

利息及び配当金の受取額 770 943

利息の支払額 △6,394 △4,261

保険金の受取額 － 1,140

法人税等の還付額 － 9,411

法人税等の支払額 △40,220 △5,721

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

311,264 347,751
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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）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 

△18,168 △18,362

有形固定資産の取得によ
る支出

△13,202 △12,143

その他 △9,037 △8,874

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△40,408 △39,380

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：△）

△120,000 －

長期借入金の返済による
支出

△54,336 △31,104

配当金の支払額 △23,655 △19,544

その他 － △448

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△197,991 △51,097

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△878 △210

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

71,986 257,063

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残
高

89,793 161,779

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 161,779 418,843
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

都合による退職金期末要支給額を計上し

ております。

(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。

(3)役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

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

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
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会計処理方法の変更

項目
前事業年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

１．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。

──────　

２．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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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。

──────　

追加情報

項目
前事業年度

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

　　有形固定資産の減価償却

方法

──────　   当事業年度より、法人税法の改正に伴い、

平成19年3月31日以前に取得した有形固定

資産のうち償却限度額まで償却が完了して

いるものについては、残存簿価を5年間で

均等償却しております。

　この結果、従来の方法に比べ、当事業年

度の減価償却費は6,127千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年１月31日）

当事業年度
（平成21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         35,585千円

土地        83,593千円

計     119,179千円

建物 33,023千円

土地           83,593千円

計      116,617千円

(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
10,704千円

長期借入金        5,776千円

計      16,480千円

１年以内返済予定長期

借入金
5,776千円

計       5,776千円

※２． 　　　　　　　　────── ※２．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、当期の末

　日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行

　われたものとして処理しております。当期末日満

　期手形は次の通りであります。

　受取手形　　　　　　　　　　　　　　 368千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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 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

役員報酬 68,697千円

給料手当      117,102千円

賞与        13,157千円

役員退職慰労引当金

繰入額

    1,900千円

法定福利費         20,866千円

退職給付費用  1,710千円

販売促進費   6,760千円

賃借料 1,567千円

公租公課       7,005千円

支払手数料       40,285千円

減価償却費      9,918千円

貸倒引当金繰入額     －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　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) 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　35％であり、一般管理費に属す

る費用の割合は  65％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 △11,572千円

その他        12,444千円

計      　871千円

（種類） （金額）

金型売上原価振替高 △10,742千円

その他      17,401千円

計      6,659千円

※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。

※３. 固定資産除却損は 、機械及び装置653千円、工具・

器具及び備品119千円であります。
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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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当事業年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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 2,091 － 10,483

合計 8,392 2,091 － 10,483

        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20年４月25日

定時株主総会
普通株式 19,758 5 平成20年１月31日 平成20年４月28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21年４月24日

定時株主総会
普通株式 19,747  利益剰余金 5 平成21年１月31日 平成21年４月27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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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  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

現金及び預金勘定 552,242千円

預入期間が３ケ月を超える定期

預金
△133,398千円

現金及び現金同等物     418,843千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21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

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

  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

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

 

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 2,177 4,699

合計 6,877 2,177 4,699

 

２．未経過リース料期末残高相当額 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

 １年内 1,366 千円

 １年超 3,385 千円

 合計 4,752 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 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

支払リース料 1,485 千円

減価償却費相当額 1,375 千円

支払利息相当額 78 千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

　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。

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。　　

 　　　　　 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

　　　　　　理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

　　　　　　理を行っております。

 　　　　　 当事業年度の減損処理額は次の通りであります。

 　　　　　 株式　　 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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当事業年度（平成21年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21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 706 882 176

小計 706 882 176

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式 5,360 4,480 △880

小計 5,360 4,480 △880

合計 6,066 5,362 △703

　　　（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。　　

 　　　　　 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

　　　　　　理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

　　　　　　理を行っております。

 　　　　　 当事業年度の減損処理額は次の通りであります。

 　　　　　 株式　　 3,355 千円

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年２月１日 至平成21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21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
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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20年１月31日）

当事業年度
（平成21年１月31日）

退職給付債務

退職給付引当金

     35,610千円

35,610

    38,710千円

38,710

 　　(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19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日）

退職給付費用

勤務費用

   5,850千円

5,850

  3,510千円

3,510

 　　(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。
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（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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年１月31日）

当事業年度
（平成21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 

　 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

一括償却資産損金算入限度超

過額 

860千円

貸倒引当金損金算入限度超過

額

    8,910千円

退職給付引当金損金算入限度

超過額

    15,406千円

役員退職慰労引当金損金算入

限度超過額

    6,663千円

投資有価証券評価損損金算入

限度超過額

    15,224千円

その他 1,864千円

繰延税金資産小計        48,929千円

評価性引当額 △31,061千円

繰延税金資産合計 17,867千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △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

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 17,867千円

(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

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。

法定実効税率 39.8％

（調整）

住民税均等割額 19.6％

評価性引当金の増減 12.6％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 4.7％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 75.5％

㈱光彩工芸（7878）平成 21 年 1 月期決算短信（非連結）

29



（関連当事者との取引）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成20年２月１日　至　平成21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 4,480 － －

業務委託料 507 － －

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19年２月１日
　至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
　至　平成21年１月31日）

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

１株当たり純資産額  406円46銭

１株当たり当期純利益  1円02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、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。

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。

（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19年２月１日
　至　平成20年１月31日）

当事業年度
（自　平成20年２月１日
　至　平成21年１月31日）

当期純利益または当期純損失（△）

   （千円）
△47,345 4,048

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）
△47,345 4,048

期中平均株式数（株） 3,951,608 3,950,537

（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（平成21年4月24日付）

(1）代表者の異動

該当事項はありません。

(2）新任監査役候補

 　　 常勤監査役　河西　周一

(3）退任予定監査役

 　　 中林　源吾（現　常勤監査役）
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