
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 光波 上場取引所 JQ 
コード番号 6876 URL http://www.koha.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中島 康裕
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経営管理本部長 （氏名） 神山 秀夫 TEL 03-5971-8851
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第3四半期 3,901 △13.4 △193 ― △269 ― △608 ―
21年3月期第3四半期 4,503 ― △202 ― △306 ― △315 ―

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3月期第3四半期 △88.12 ―
21年3月期第3四半期 △45.83 ―

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3月期第3四半期 9,219 7,004 76.0 1,015.05
21年3月期 10,140 7,698 75.9 1,115.70

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  7,004百万円 21年3月期  7,698百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 6,200 △4.5 50 ― 20 ― △450 ― △65.21
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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、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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されております業績の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およ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仮定およ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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第3四半期 6,908,350株 21年3月期 6,908,350株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 8,070株 21年3月期 8,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 6,900,280株 21年3月期第3四半期 6,878,095株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、アジア向け輸出を抱える企業や一部業界における景

気回復感が見えたものの、全体的に景気は引き続き先行き不透明であり、積極的な設備投資に至らないま

ま推移し、依然として厳しい状況となりました。 

 こうした経済環境の下、当社の主力製品の販売先であります自動販売機業界におきましても、未だ需要

が回復せず売上が低調のまま推移しました。また、LED応用製品では、産業用は需要が未だ回復していな

いものの、照明関連製品ではLEDの省エネ・長寿命という特長が徐々に浸透し始め、金額的には大きくな

いものの、徐々に売上伸長の兆しが見えつつあります。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,901,140千円と前年同四半期連結累計期間と比べ

602,159千円（13.4％）の減収となりました。営業損失は193,320千円（前年同四半期連結累計期間は

202,255千円の営業損失）、経常損失は269,436千円（前年同四半期連結累計期間は306,179千円の経常損

失）となりました。また、当社連結子会社の株式会社オプシード津南を解散することによる特別損失の見

積り計上（292,335千円）を実施したことから、四半期純損失は608,064千円（前年同四半期連結累計期間

は315,209千円の四半期純損失）となりました。 

  

  
（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、8.5％減少し、5,799,906千円となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が748,190千円減少となった一方で、現金及び預金が409,450千円増加したことな

どによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.1％減少し、3,420,081千円となりました。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、9.1％減少し、9,219,987千円となりました。  

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.7％減少し、1,746,100千円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が73,802千円減少したことと賞与引当金が56,644千円減少したことによるもので

す。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、25.2％減少し、469,773千円となりました。これは主とし

て、退職給付引当金が135,754千円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、9.3％減少し、2,215,874千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、9.0％減少し、7,004,113千円となりました。これは主とし

て、四半期純損失の計上、剰余金の配当により利益剰余金が711,569千円減少したことによるものです。 

  

当第３四半期連結会計期間は、低調ながら概ね計画通りに推移したため、平成21年11月５日付にて公表

いたしました連結業績予想に変更はありません。 

 なお、当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当社が判断した見通しであり、為

替等のリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は様々な要素により、業績予想とは大きく異な

り、業績予想について見直しが必要と判断した場合には速やかに開示いたします。 
  

 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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

 なお、連結子会社である株式会社オプシード津南は、平成21年10月31日に解散し、当第３四半期決算

短信提出日現在、清算手続中であります。清算結了は平成22年３月を予定しております。 

  

  
（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、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。 

 ②法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,452,329 2,042,879

受取手形及び売掛金 1,615,536 2,363,727

商品及び製品 623,007 627,494

仕掛品 92,393 442,624

原材料及び貯蔵品 603,604 392,555

未収還付法人税等 － 51,740

繰延税金資産 186,286 219,126

その他 242,929 220,279

貸倒引当金 △16,182 △22,648

流動資産合計 5,799,906 6,337,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,586,752 1,699,904

減価償却累計額 △890,862 △851,077

建物及び構築物（純額） 695,889 848,827

機械装置及び運搬具 1,959,226 2,089,717

減価償却累計額 △1,622,824 △1,640,387

機械装置及び運搬具（純額） 336,401 449,330

土地 934,185 948,953

建設仮勘定 5,676 2,966

その他 913,662 948,891

減価償却累計額 △804,733 △820,913

その他（純額） 108,929 127,978

有形固定資産合計 2,081,083 2,378,056

無形固定資産 164,613 219,742

投資その他の資産   

投資有価証券 368,873 367,362

繰延税金資産 425,201 456,286

その他 388,870 390,026

貸倒引当金 △8,560 △8,560

投資その他の資産合計 1,174,385 1,205,114

固定資産合計 3,420,081 3,802,913

資産合計 9,219,987 10,140,694
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,008,093 1,081,895

短期借入金 398,000 398,000

未払法人税等 10,343 284

賞与引当金 32,650 89,294

その他 297,013 244,339

流動負債合計 1,746,100 1,813,814

固定負債   

長期借入金 13,500 27,000

退職給付引当金 300,273 436,027

その他 156,000 165,106

固定負債合計 469,773 628,133

負債合計 2,215,874 2,441,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,331,726 3,331,726

資本剰余金 3,287,362 3,287,362

利益剰余金 576,039 1,287,608

自己株式 △10,627 △10,585

株主資本合計 7,184,500 7,896,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,927 △9,280

為替換算調整勘定 △192,313 △188,085

評価・換算差額等合計 △180,386 △197,365

純資産合計 7,004,113 7,698,745

負債純資産合計 9,219,987 10,140,694
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,503,299 3,901,140

売上原価 3,537,862 3,105,860

売上総利益 965,436 795,279

販売費及び一般管理費 1,167,692 988,599

営業損失（△） △202,255 △193,320

営業外収益   

受取利息 832 311

受取配当金 3,344 1,806

持分法による投資利益 7,412 －

不動産賃貸料 5,142 6,132

その他 8,608 8,851

営業外収益合計 25,340 17,102

営業外費用   

支払利息 6,289 4,591

持分法による投資損失 － 38,572

為替差損 113,010 39,116

その他 9,965 10,939

営業外費用合計 129,264 93,218

経常損失（△） △306,179 △269,436

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,658 6,466

特別利益合計 6,658 6,466

特別損失   

減損損失 － 139,901

固定資産除却損 204 1,458

投資有価証券評価損 4,320 －

特別退職金 － 61,275

早期割増退職金 － 24,524

たな卸資産評価損 － 67,569

その他 － 23,589

特別損失合計 4,524 318,318

税金等調整前四半期純損失（△） △304,046 △581,287

法人税、住民税及び事業税 14,785 13,291

法人税等還付税額 － △36,063

過年度法人税等戻入額 △30,677 －

法人税等調整額 27,055 49,548

法人税等合計 11,163 26,777

四半期純損失（△） △315,209 △608,064
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,331,726 3,287,362 1,287,608 △10,585 7,896,111

当第３四半期連結会計期間末 
までの変動額

 剰余金の配当 △103,504 △103,504

 四半期純損失 △608,064 △608,064

 自己株式の取得 △42 △42

当第３四半期連結会計期間末 
までの変動額合計

─ ─ △711,569 △42 △711,611

当第３四半期連結会計期間末残高 3,331,726 3,287,362 576,039 △10,627 7,184,500
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