
平成22年1月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年9月10日

（百万円未満切捨て）

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
四半期報告書提出予定日 平成21年9月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年1月期第2四半期の業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年1月期第2四半期 1,170 △25.5 △98 ― △97 ― △61 ―

21年1月期第2四半期 1,571 2.9 19 ― 20 ― 14 ―

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

22年1月期第2四半期 △15.54 ―

21年1月期第2四半期 3.74 ―

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

22年1月期第2四半期 2,029 1,526 75.2 386.51
21年1月期 2,104 1,605 76.3 406.46

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  1,526百万円 21年1月期  1,605百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

21年1月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年1月期 ― 0.00

22年1月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 2,600 △16.4 △25 ― △25 ― △20 ― △5.06



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 3,960,000株 21年1月期  3,960,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  10,583株 21年1月期  10,483株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第2四半期 3,949,446株 21年1月期第2四半期 3,951,125株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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ください。 
２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



   第２四半期におきましても、ジュエリー市場は依然として低迷し厳しい状況が続いております。当社ではこのよう

な経営環境の下、クォリティーファースト（品質第一）を重視して、市場のニーズに応える商品の開発や新規顧客の

開拓に努めるとともに、安定した経営体制の維持に注力してまいりました。 

  財務面につきましては、財務体質の維持・強化を図るために棚卸資産の圧縮を継続したことが、製造原価を約28百

万円押し上げる要因となりましたが、現預金の保有量は過去最高の水準となりました。また、自己資本比率も75％を

維持するなど、財務面での健全性は非常に高いものとなっております。 

   売上面につきましては、市場の大幅な縮小による需要の減少に加え、地金相場の大幅な下落による商品単価の低下

が、売上高が伸び悩む大きな要因となりました。ジュエリー受注事業ではマリッジ・エンゲージリングを主とするブ

ライダル関係商品の販売数量が前年同期比で増加いたしましたが、ファッションジュエリー、その他の商品の販売数

量は伸び悩みました。また、前述のような要因に加え、顧客企業が需要の減少により在庫調整後も発注に慎重な姿勢

を強めている影響などにより、売上高が前年同期との比較で減少し業績に大きな影響を与えました。ジュエリーパー

ツ事業では、国内向け商品はピアスポストなど一部の商品で売上高が増加したほか、海外向け商品では香港市場を中

心に受注が回復しておりますが、市場縮小の影響から事業全体での売上高は前年同期との比較では減少いたしまし

た。 

  利益面では、売上高減少に伴う売上総利益の減少を受けて生産体制の見直しや人件費削減などに着手しており、前

年同期との比較では大幅なコストダウン効果が現れておりますが、利益確保に必要な水準に達するのは第３四半期以

降となる見込みであります。また、棚卸資産の圧縮により製造原価が約28百万円上昇したことも利益を押し下げる要

因となりましたが、第２四半期までの業績は概ね業績予想のとおり推移しております。 

  以上により、第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高が1,170百万円、経常損失97百万円、四半期純損

失は61百万円となりました。 

 通期の業績達成に向けては、シェアアップが最重要課題と考えております。このため、ジュエリー受注事業につき

ましては、堅調なブライダル関係商品の販路拡大を継続するとともに、新規に開発したプラチナ新地金を使用した商

品やＣＮＣ（全自動切削加工機）による新商品の市場投入などによるシェアアップを図ってまいります。 

ジュエリーパーツ事業につきましては、第３四半期以降、新規生産設備が稼動開始することから、生産能力増強

と品質の向上・安定化によりシェアアップを進めていくほか、インターネットを利用した販売も開始する予定であり

ます。このほか、海外向け販売につきましては、香港市場を中心に受注が大幅に回復してきていることから、新アイ

テムの投入を積極的に進めてまいります。 

企業全体といたしましては、収益の改善のため期末までに前事業年度との比較で15％削減を目標として、人件費

および製造コスト等の削減に取り組んでおりますが、第３四半期以降もこれらの取組みを継続することにより、収益

改善に注力してまいります。 

また、長期的には、市場の縮小に伴う需要減少に対応できる体制を構築するため、商品開発、市場開拓に加えて

同業種・異業態企業などとの連携なども視野に入れ、積極的、継続的な成長戦略を摸索してまいります。ジュエリー

市場の将来を見据え、先手を取ってさまざまな施策を講じていくことにより、厳しい経営環境下におきましても成長

分野を確保し、安定した経営基盤を構築してまいります。  

  

   当第２四半期会計期間末における総資産は2,029百万円となり、前事業年度末に比べ75百万円減少いたしました。

その主な要因は、受取手形及び売掛金が167百万円、棚卸資産が52百万円減少し、現金及び預金が107百万円増加した

事によるものであります。 

  負債は502百万円となり、前事業年度末に比べ3百万円増加いたしました。その主な要因は、買掛金の増加38百万円、

長期借入金の減少15百万円によるものであります。 

 なお、純資産は1,526百万円となり、自己資本比率は75.2％となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



  キャッシュ・フローの分析 

   当第２四半期会計期間末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98百万円増

加し、517百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は156百万円となりました。これは主に、売上債権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） 

   投資活動の結果使用した資金は23百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得と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） 

   財務活動の結果使用した資金は35百万円となりました。これは主に、借入金の返済と配当金の支払によるもので

す。 

   

  

  平成22年１月期の業績予想につきましては、平成21年６月10日付「平成22年１月期 第１四半期決算短信（非連

結）」にて発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理 

①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、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。 

②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

③一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、

前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)により算定しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



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」（企業会計基準適用指針第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

開始する事業年度に係る四半期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、第１四半期会計期間か

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、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

  これによる損益に与える影響はありません。    
  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 659,683 552,242

受取手形及び売掛金 400,087 567,344

商品及び製品 101,757 106,042

仕掛品 331,084 380,970

原材料 28,385 26,405

その他 49,857 20,808

貸倒引当金 △3,996 △5,695

流動資産合計 1,566,858 1,648,117

固定資産   

有形固定資産 364,942 372,400

無形固定資産 8,153 9,180

投資その他の資産   

投資有価証券 24,199 19,594

保険積立金 38,450 35,106

その他 49,212 44,110

貸倒引当金 △22,350 △23,725

投資その他の資産合計 89,511 75,086

固定資産合計 462,607 456,667

資産合計 2,029,466 2,104,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 119,439 89,159

短期借入金 230,000 230,000

1年内返済予定の長期借入金 20,400 26,176

未払法人税等 2,935 6,010

その他 67,662 69,183

流動負債合計 440,438 420,528

固定負債   

長期借入金 13,300 23,500

退職給付引当金 31,750 38,710

役員退職慰労引当金 17,491 16,741

固定負債合計 62,541 78,951

負債合計 502,979 499,480



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 602,150 602,150

資本剰余金 509,290 509,290

利益剰余金 416,287 497,421

自己株式 △3,143 △3,133

株主資本合計 1,524,584 1,605,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,902 △423

評価・換算差額等合計 1,902 △423

純資産合計 1,526,486 1,605,304

負債純資産合計 2,029,466 2,104,784



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 1,170,120

売上原価 1,089,299

売上総利益 80,821

販売費及び一般管理費 178,832

営業損失（△） △98,010

営業外収益  

受取利息 262

受取配当金 271

受取地代家賃 917

為替差益 10

雑収入 202

営業外収益合計 1,664

営業外費用  

支払利息 1,579

雑損失 0

営業外費用合計 1,579

経常損失（△） △97,925

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,855

特別利益合計 1,855

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,300

投資有価証券評価損 75

特別損失合計 1,375

税引前四半期純損失（△） △97,445

法人税等 △36,059

四半期純損失（△） △61,385



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △97,445

減価償却費 18,251

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 750

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,074

受取利息及び受取配当金 △534

投資有価証券評価損益（△は益） 75

支払利息 1,579

為替差損益（△は益） △10

売上債権の増減額（△は増加） 167,257

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,649

仕入債務の増減額（△は減少） 30,280

未払債務の増減額（△は減少） 3,021

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,660

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,997

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,675

その他 3,236

小計 162,096

利息及び配当金の受取額 583

利息の支払額 △1,582

法人税等の支払額 △4,344

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,751

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 △9,243

有形固定資産の取得による支出 △9,265

投資有価証券の取得による支出 △816

その他 △3,844

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,170

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △15,976

配当金の支払額 △19,408

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,197

現金及び現金同等物の期首残高 418,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 517,040



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,571,068  100.0

Ⅱ 売上原価        1,356,925  86.4

売上総利益        214,142  13.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        194,206  12.4

営業利益        19,935  1.2

Ⅳ 営業外収益        2,366  0.2

Ⅴ 営業外費用        2,220  0.1

経常利益        20,081  1.3

Ⅵ 特別利益        8,097  0.5

Ⅶ 特別損失        590  0.0

税引前中間純利益        27,589  1.8

法人税、住民税及び事業
税  13,601            

法人税等調整額 △791  12,809  0.8

中間純利益        14,779  1.0

        



  

  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

  

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益   27,589

減価償却費  16,883

退職給付引当金の増減額（減少：△）  2,580

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  950

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △9,740

受取利息及び受取配当金 △535

固定資産除却損   590

支払利息   2,207

売上債権の増減額（増加：△）   80,288

たな卸資産の増減額（増加：△）   217,059

仕入債務の増減額（減少：△）  △68,349

未払債務の増減額（減少：△）   4,702

未払消費税等の増減額（減少：△）   243

破産更生債権等の増減額（増加：△）  △891

その他   10,029

小計  283,607

利息及び配当金の受取額  550

利息の支払額  △2,198

法人税等の支払額 △1,013

営業活動によるキャッシュ・フロー  280,945

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 △9,207

有形固定資産の取得による支出 △886

その他 △3,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,576

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出 △15,552

 配当金の支払額 △19,417

 その他 △343

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,312

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  242

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  232,298

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  161,779

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  394,078



該当事項はありません。  

  

６．その他の情報


	㈱光彩工芸（7878）平成22年１月期 第２四半期決算短信（非連結）: ㈱光彩工芸（7878）平成22年１月期 第２四半期決算短信（非連結）
	- 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 -


