
平成21年5月期 決算短信 
平成21年7月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 シグマ光機株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7713 URL http://www.sigma-koki.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森 リョウジ

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 菊池 健夫 TEL 03-5638-8221
定時株主総会開催予定日 平成21年8月27日 配当支払開始予定日 平成21年8月7日

有価証券報告書提出予定日 平成21年8月27日

1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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5月期 6,389 △20.7 200 △83.4 367 △72.1 107 △85.2

20年5月期 8,055 0.5 1,205 △3.1 1,318 △6.3 727 △20.5

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5月期 14.39 ― 1.0 2.8 3.1
20年5月期 94.24 94.19 6.6 9.7 15.0

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  3百万円 20年5月期  △17百万円

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5月期 12,540 10,841 86.1 1,450.55
20年5月期 13,484 11,120 82.2 1,452.45

（参考） 自己資本   21年5月期  10,802百万円 20年5月期  11,082百万円

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5月期 897 △290 △338 1,287
20年5月期 746 △556 △721 1,024

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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5月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 230 31.8 2.1
21年5月期 ― 17.00 ― 15.00 32.00 236 222.3 2.2

22年5月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 203.1

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

2,740 △25.2 △190 ― △130 ― △90 ― △12.08

通期 6,040 △5.5 20 △90.0 230 △37.5 110 1.9 14.77



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期 7,811,728株 20年5月期 8,011,728株

② 期末自己株式数 21年5月期  364,328株 20年5月期  381,328株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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5月期 5,892 △20.6 114 △88.1 305 △73.2 64 △89.4

20年5月期 7,421 0.6 962 △11.7 1,142 △12.0 605 △24.6

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
円 銭 円 銭

21年5月期 8.58 ―

20年5月期 78.37 78.32

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5月期 11,740 10,157 86.5 1,363.89
20年5月期 12,761 10,475 82.1 1,372.86

（参考） 自己資本 21年5月期  10,157百万円 20年5月期  10,475百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異
なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページ「１．経営成績」をご覧ください。 

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

2,570 △24.7 △160 ― △90 ― △60 ― △8.05

通期 5,700 △3.3 70 △39.0 300 △1.9 170 164.2 22.82









�





４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,453,685 1,520,242

受取手形及び売掛金 ※6  2,546,072 ※6  1,588,969

有価証券 377,687 373,810

たな卸資産 1,879,871 －

商品及び製品 － 749,381

仕掛品 － 113,862

原材料及び貯蔵品 － 808,574

繰延税金資産 133,405 125,661

その他 47,346 105,601

貸倒引当金 △2,506 △2,443

流動資産合計 6,435,563 5,383,659

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1, ※3  3,286,685 ※1, ※3  3,254,428

減価償却累計額 △1,833,130 △1,917,129

建物及び構築物（純額） 1,453,554 1,337,298

機械装置及び運搬具 ※3  2,291,305 ※3  2,604,046

減価償却累計額 △1,598,706 △1,775,229

機械装置及び運搬具（純額） 692,599 828,816

土地 ※1, ※3  1,576,824 ※1, ※3  1,551,624

その他 ※3  610,479 ※3  646,234

減価償却累計額 △444,190 △509,517

その他（純額） 166,288 136,716

有形固定資産合計 3,889,267 3,854,456

無形固定資産   

その他 78,761 76,845

無形固定資産合計 78,761 76,845

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  296,025 ※2  238,026

繰延税金資産 78,231 150,620

投資不動産 2,390,423 2,600,201

減価償却累計額 △197,413 △271,774

投資不動産（純額） 2,193,010 2,328,426

その他 ※4  551,322 ※4  547,298

貸倒引当金 △37,456 △38,826

投資その他の資産合計 3,081,133 3,225,545

固定資産合計 7,049,163 7,156,848

資産合計 13,484,726 12,540,507



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,002,625 439,059

短期借入金 ※1  228,301 ※1  259,392

未払法人税等 213,183 －

役員賞与引当金 18,000 4,000

受注損失引当金 5,659 －

その他 352,810 304,568

流動負債合計 1,820,580 1,007,021

固定負債   

長期借入金 ※1  180,825 ※1  168,611

退職給付引当金 158,671 314,455

役員退職慰労引当金 112,687 115,523

その他 91,182 93,032

固定負債合計 543,365 691,622

負債合計 2,363,946 1,698,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,623,347 2,623,347

資本剰余金 3,116,277 3,092,112

利益剰余金 5,749,543 5,427,210

自己株式 △366,382 △266,145

株主資本合計 11,122,785 10,876,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,796 25,683

為替換算調整勘定 △93,789 △99,309

評価・換算差額等合計 △39,993 △73,626

少数株主持分 37,988 38,963

純資産合計 11,120,780 10,841,863

負債純資産合計 13,484,726 12,540,507



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 8,055,955 6,389,741

売上原価 4,408,032 3,862,288

売上総利益 3,647,923 2,527,453

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 118,414 99,047

広告宣伝費 105,419 87,536

貸倒引当金繰入額 － 1,630

給料及び手当 946,481 936,149

役員賞与引当金繰入額 18,000 4,000

退職給付費用 34,000 37,746

役員退職慰労引当金繰入額 6,865 5,714

福利厚生費 167,783 151,458

賃借料 68,569 67,378

減価償却費 121,089 120,486

租税公課 53,138 45,469

支払手数料 196,747 189,586

試験研究費 ※1  93,049 ※1  100,808

その他 513,176 479,894

販売費及び一般管理費合計 2,442,734 2,326,908

営業利益 1,205,189 200,544

営業外収益   

受取利息 27,041 19,192

受取配当金 3,813 3,030

不動産賃貸料 182,899 192,177

補助金収入 － 43,233

その他 48,222 37,394

営業外収益合計 261,976 295,029

営業外費用   

支払利息 13,621 10,156

不動産賃貸費用 86,924 97,524

持分法による投資損失 17,913 －

為替差損 17,282 －

その他 12,696 19,948

営業外費用合計 148,438 127,628

経常利益 1,318,726 367,945

特別利益   

投資有価証券売却益 4,932 －

特別利益合計 4,932 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  645 ※2  94

貸倒引当金繰入額 10,397 1,590

投資有価証券評価損 － 8,131

退職給付費用 － 126,346

特別損失合計 11,043 136,162

税金等調整前当期純利益 1,312,615 231,783

法人税、住民税及び事業税 463,574 169,726

過年度法人税等 54,088 －

法人税等調整額 63,819 △46,238

法人税等合計 581,482 123,488

少数株主利益 3,215 359

当期純利益 727,918 107,935



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,623,347 2,623,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,623,347 2,623,347

資本剰余金   

前期末残高 3,130,284 3,116,277

当期変動額   

自己株式の処分 △14,006 △24,164

当期変動額合計 △14,006 △24,164

当期末残高 3,116,277 3,092,112

利益剰余金   

前期末残高 5,292,282 5,749,543

当期変動額   

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 727,918 107,935

自己株式の処分 － △191,074

当期変動額合計 457,260 △322,332

当期末残高 5,749,543 5,427,210

自己株式   

前期末残高 △319,121 △366,382

当期変動額   

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の処分 58,073 305,838

当期変動額合計 △47,261 100,236

当期末残高 △366,382 △266,145

株主資本合計   

前期末残高 10,726,793 11,122,785

当期変動額   

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 727,918 107,935

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の処分 44,067 90,600

当期変動額合計 395,991 △246,260

当期末残高 11,122,785 10,876,525



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65,147 53,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,351 △28,113

当期変動額合計 △11,351 △28,113

当期末残高 53,796 25,683

為替換算調整勘定   

前期末残高 57,790 △93,789

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △151,580 △5,519

当期変動額合計 △151,580 △5,519

当期末残高 △93,789 △99,309

評価・換算差額等合計   

前期末残高 122,938 △39,993

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162,931 △33,632

当期変動額合計 △162,931 △33,632

当期末残高 △39,993 △73,626

少数株主持分   

前期末残高 37,896 37,988

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 91 975

当期変動額合計 91 975

当期末残高 37,988 38,963

純資産合計   

前期末残高 10,887,628 11,120,780

当期変動額   

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 727,918 107,935

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の処分 44,067 90,600

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162,839 △32,657

当期変動額合計 233,152 △278,917

当期末残高 11,120,780 10,841,863



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,312,615 231,783

減価償却費 391,529 431,311

投資有価証券売却損益（△は益） △4,932 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,677 155,783

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,008 1,455

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 △14,000

受取利息及び受取配当金 △30,854 △22,223

支払利息 13,621 10,156

売上債権の増減額（△は増加） △178,916 955,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △254,204 203,236

仕入債務の増減額（△は減少） 106,501 △590,104

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,815 △4,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △221,614 －

その他 39,461 △94,508

小計 1,204,208 1,263,670

利息及び配当金の受取額 29,219 25,235

利息の支払額 △15,030 △10,182

法人税等の支払額 △471,882 △381,662

営業活動によるキャッシュ・フロー 746,514 897,060

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 △768,093 △567,113

定期預金の払戻による収入 268,001 766,976

有価証券の取得による支出 △4,059,827 △1,349,172

有価証券の売却による収入 1,012,993 －

有価証券の償還による収入 3,250,000 1,349,172

投資有価証券の売却による収入 12,202 －

有形固定資産の取得による支出 △341,380 △399,773

投資不動産の取得による支出 △44,754 △94,747

無形固定資産の取得による支出 △32,440 △6,407

保険積立金の解約による収入 114,204 －

その他 32,112 10,381

投資活動によるキャッシュ・フロー △556,982 △290,683



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,750,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △2,950,000 △1,400,000

長期借入れによる収入 250,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △439,074 △284,074

自己株式の売却による収入 44,067 90,600

自己株式の取得による支出 △105,335 △205,602

配当金の支払額 △270,657 △239,193

その他 － △637

財務活動によるキャッシュ・フロー △721,000 △338,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,282 △4,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604,750 262,542

現金及び現金同等物の期首残高 1,629,322 1,024,571

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,024,571 ※  1,287,113















































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,248,265 1,349,558

受取手形 ※2, ※6  952,806 ※2, ※6  536,029

売掛金 ※2  1,541,069 ※2  1,004,797

有価証券 101,699 101,844

製品 615,773 －

原材料 907,914 －

商品及び製品 － 582,799

仕掛品 163,630 100,524

貯蔵品 23,333 －

原材料及び貯蔵品 － 779,642

前払費用 22,608 17,815

繰延税金資産 84,565 71,211

その他 ※2  87,559 ※2  112,635

貸倒引当金 △256 △162

流動資産合計 5,748,968 4,656,695

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1, ※3  2,796,515 ※1, ※3  2,761,341

減価償却累計額 △1,569,239 △1,626,390

建物（純額） 1,227,276 1,134,950

構築物 ※3  249,834 ※3  249,834

減価償却累計額 △166,965 △181,511

構築物（純額） 82,869 68,322

機械及び装置 ※3  1,708,722 ※3  1,956,622

減価償却累計額 △1,292,761 △1,426,137

機械及び装置（純額） 415,961 530,484

車両運搬具 24,697 28,087

減価償却累計額 △14,003 △18,784

車両運搬具（純額） 10,693 9,303

工具、器具及び備品 ※3  585,282 ※3  621,573

減価償却累計額 △425,196 △488,683

工具、器具及び備品（純額） 160,086 132,889

土地 ※1, ※3  1,576,824 ※1, ※3  1,551,624

建設仮勘定 2,000 195

有形固定資産合計 3,475,712 3,427,772

無形固定資産   

ソフトウエア 36,919 35,554

電話加入権 4,667 4,667

その他 91 26



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

無形固定資産合計 41,677 40,248

投資その他の資産   

投資有価証券 200,148 137,878

関係会社株式 34,500 34,500

関係会社出資金 429,232 429,232

従業員に対する長期貸付金 525 40

関係会社長期貸付金 31,725 20,260

長期前払費用 8,938 12,584

繰延税金資産 94,810 158,662

長期預金 ※4  400,000 ※4  400,000

投資不動産 2,390,423 2,600,201

減価償却累計額 △197,413 △271,774

投資不動産（純額） 2,193,010 2,328,426

その他 140,030 133,418

貸倒引当金 △37,456 △38,826

投資その他の資産合計 3,495,465 3,616,177

固定資産合計 7,012,855 7,084,197

資産合計 12,761,823 11,740,893

負債の部   

流動負債   

支払手形 747,385 322,336

買掛金 277,621 87,301

1年内返済予定の長期借入金 ※1  213,000 ※1  243,500

未払金 138,465 110,912

未払費用 62,816 59,491

未払法人税等 213,090 －

未払消費税等 17,835 11,895

前受金 11,479 13,152

預り金 72,012 62,412

前受収益 89 89

役員賞与引当金 18,000 4,000

受注損失引当金 5,659 －

流動負債合計 1,777,456 915,092

固定負債   

長期借入金 ※1  151,000 ※1  152,500

退職給付引当金 158,671 314,455

役員退職慰労引当金 112,687 115,523

長期預り保証金 86,540 85,814

固定負債合計 508,898 668,292

負債合計 2,286,355 1,583,385



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,623,347 2,623,347

資本剰余金   

資本準備金 3,092,112 3,092,112

その他資本剰余金 24,164 －

資本剰余金合計 3,116,277 3,092,112

利益剰余金   

利益準備金 197,670 197,670

その他利益剰余金   

特別償却積立金 11,687 10,156

別途積立金 3,435,000 3,700,000

繰越利益剰余金 1,404,072 774,682

利益剰余金合計 5,048,429 4,682,509

自己株式 △366,382 △266,145

株主資本合計 10,421,672 10,131,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,796 25,683

評価・換算差額等合計 53,796 25,683

純資産合計 10,475,468 10,157,507

負債純資産合計 12,761,823 11,740,893



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 7,421,267 5,892,584

売上原価   

製品期首たな卸高 560,427 615,773

当期製品製造原価 4,475,785 3,879,326

合計 5,036,213 4,495,100

他勘定振替高 ※1  148,655 ※1  226,394

製品期末たな卸高 615,773 582,799

製品売上原価 4,271,784 3,685,906

売上総利益 3,149,483 2,206,677

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 117,366 98,021

広告宣伝費 65,686 57,884

役員報酬 75,870 60,554

給料及び手当 864,970 859,213

役員賞与引当金繰入額 18,000 4,000

退職給付費用 31,993 35,458

役員退職慰労引当金繰入額 6,865 5,714

福利厚生費 146,755 129,267

賃借料 60,346 60,088

減価償却費 117,827 116,686

租税公課 52,033 41,429

支払手数料 181,075 173,690

試験研究費 ※2  93,049 ※2  100,808

貸倒引当金繰入額 － 1,472

その他 355,025 347,540

販売費及び一般管理費合計 2,186,866 2,091,831

営業利益 962,617 114,845

営業外収益   

受取利息 13,025 12,678

有価証券利息 2,084 827

受取配当金 ※3  44,948 ※3  20,638

不動産賃貸料 182,899 192,177

補助金収入 － 42,308

その他 48,031 35,062

営業外収益合計 290,989 303,693

営業外費用   

支払利息 9,849 7,979

不動産賃貸費用 86,924 97,524

その他 14,825 7,302

営業外費用合計 111,599 112,806



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

経常利益 1,142,007 305,733

特別利益   

投資有価証券売却益 4,932 －

特別利益合計 4,932 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  645 ※4  94

関係会社株式評価損 31,999 －

貸倒引当金繰入額 10,397 1,590

投資有価証券評価損 － 8,131

退職給付費用 － 126,346

特別損失合計 43,043 136,162

税引前当期純利益 1,103,896 169,571

法人税、住民税及び事業税 385,098 137,158

過年度法人税等 54,088 －

法人税等調整額 59,421 △31,935

法人税等合計 498,608 105,223

当期純利益 605,287 64,347





（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,623,347 2,623,347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,623,347 2,623,347

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,092,112 3,092,112

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,092,112 3,092,112

その他資本剰余金   

前期末残高 38,171 24,164

当期変動額   

自己株式の処分 △14,006 －

自己株式の消却 － △24,164

当期変動額合計 △14,006 △24,164

当期末残高 24,164 －

資本剰余金合計   

前期末残高 3,130,284 3,116,277

当期変動額   

自己株式の処分 △14,006 －

自己株式の消却 － △24,164

当期変動額合計 △14,006 △24,164

当期末残高 3,116,277 3,092,112

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 197,670 197,670

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 197,670 197,670

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 12,606 11,687

当期変動額   

特別償却積立金の積立 3,431 1,222

特別償却積立金の取崩 △4,350 △2,753

当期変動額合計 △918 △1,530

当期末残高 11,687 10,156



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

別途積立金   

前期末残高 3,035,000 3,435,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 265,000

当期変動額合計 400,000 265,000

当期末残高 3,435,000 3,700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,468,522 1,404,072

当期変動額   

特別償却積立金の積立 △3,431 △1,222

特別償却積立金の取崩 4,350 2,753

別途積立金の積立 △400,000 △265,000

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 605,287 64,347

自己株式の消却 － △167,996

自己株式の処分 － △23,077

当期変動額合計 △64,450 △629,389

当期末残高 1,404,072 774,682

利益剰余金合計   

前期末残高 4,713,799 5,048,429

当期変動額   

特別償却積立金の積立 － －

特別償却積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 605,287 64,347

自己株式の処分 － △23,077

自己株式の消却 － △167,996

当期変動額合計 334,630 △365,920

当期末残高 5,048,429 4,682,509

自己株式   

前期末残高 △319,121 △366,382

当期変動額   

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の消却 － 192,161

自己株式の処分 58,073 113,677

当期変動額合計 △47,261 100,236

当期末残高 △366,382 △266,145

株主資本合計   

前期末残高 10,148,310 10,421,672



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 605,287 64,347

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の処分 44,067 90,600

当期変動額合計 273,361 △289,848

当期末残高 10,421,672 10,131,824

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65,147 53,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,351 △28,113

当期変動額合計 △11,351 △28,113

当期末残高 53,796 25,683

評価・換算差額等合計   

前期末残高 65,147 53,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,351 △28,113

当期変動額合計 △11,351 △28,113

当期末残高 53,796 25,683

純資産合計   

前期末残高 10,213,458 10,475,468

当期変動額   

剰余金の配当 △270,657 △239,193

当期純利益 605,287 64,347

自己株式の取得 △105,335 △205,602

自己株式の処分 44,067 90,600

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,351 △28,113

当期変動額合計 262,010 △317,961

当期末残高 10,475,468 10,157,507






















	シグマ光機㈱（7713）　平成21年5月期　決算短信: シグマ光機㈱（7713）　平成21年5月期　決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -
	- 36 -: - 36 -
	- 37 -: - 37 -
	- 38 -: - 38 -
	- 39 -: - 39 -
	- 40 -: - 40 -
	- 41 -: - 41 -
	- 42 -: - 42 -
	- 43 -: - 43 -
	- 44 -: - 44 -
	- 45 -: - 45 -
	- 46 -: - 46 -
	- 47 -: - 47 -
	- 48 -: - 48 -
	- 49 -: - 49 -
	- 50 -: - 50 -
	- 51 -: - 51 -
	- 52 -: - 52 -
	- 53 -: - 53 -
	- 54 -: - 54 -
	- 55 -: - 55 -
	- 56 -: - 56 -


