
平成23年1月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成22年6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） 常務取締役 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22年6月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成23年1月期第1四半期の業績（平成22年2月1日～平成22年4月30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 ％

23年1月期第1四半期 624 10.5 △2 ― △0 ― 2 ―

22年1月期第1四半期 565 ― △67 ― △67 ― △44 ―

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

23年1月期第1四半期 0.64 ―

22年1月期第1四半期 △11.30 ―

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

23年1月期第1四半期 1,910 1,440 75.4 364.72
22年1月期 1,932 1,450 75.1 367.39

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  1,440百万円 22年1月期  1,450百万円

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

22年1月期 ― 0.00 ― 3.50 3.50
23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成23年1月期の業績予想（平成22年2月1日～平成23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）

（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

第2四半期 
累計期間

1,290 10.3 10 ― 10 ― 5 ― 1.26

通期 2,700 9.3 50 ― 50 ― 25 ― 6.33



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） 23年1月期第1四半期 3,960,000株 22年1月期  3,960,000株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  10,983株 22年1月期  10,883株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年1月期第1四半期 3,949,042株 22年1月期第1四半期 3,949,467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。 



 当第１四半期会計期間における我が国の経済は、製造業の一部では持ち直しの傾向が見られるものの、世界的な

金融市場の混乱や雇用情勢の厳しさなどから、依然として個人消費は低迷するなど全般的に厳しい経済状況となっ

ております。ジュエリー市場におきましても、厳しい経済環境の影響を受け低調に推移しております。  

 このような環境の下、当社におきましては引き続き財務体質の健全性を維持し、生産性および品質の向上や販路

の開拓を行なうなど、様々な施策に取り組んでまいりました。  

  財務面では、厳格な数量管理により棚卸資産の増加を抑制し、地金相場の変動による影響を抑えるなどの取り組

みを行うことにより、自己資本比率は75.4%となるなど、健全性を維持しております。 

  売上面では、ジュエリーパーツ事業におきましては国内販売でのシェアアップが進んだほか、海外向け商品の販

売が大幅に増加いたしました。また、定番商品の安定供給が行なえたことなどから前年同期との比較で売上高が増

加いたしました。ジュエリー受注事業におきましても、ファッションジュエリーなどが伸び悩んだものの、マリッ

ジ、エンゲージリングを中心とするブライダル関連商品の販売が好調で、前年同期との比較で売上高が増加いたし

ました。 

  利益面では、品質管理レベルを向上するため、一時的な人件費の増加が経費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や前期からのコスト削減策の効果もあり、前年同期との比較では営業利益は大幅に改善

し、 終利益は黒字化いたしました。 

  以上により、当第１四半期会計期間における当社の業績は、売上高が624百万円（前年同期比110.5%）、経常損

失は0百万円（前年同期は67百万円の損失）、四半期純利益は2百万円（前年同期は44百万円の損失）となりまし

た。 

なお、今後の取り組みとして、ジュエリーパーツ事業では、クリップイヤリング、空枠ほかの新製品開発と新

規顧客の開拓、新規製造設備の本格稼動開始による既存商品の品質向上とシェアの拡大に注力してまいります。ジ

ュエリー受注事業では、低価格素材を中心とするファッションジュエリーの新商品開発と新規顧客開拓による受注

獲得などに注力してまいります。    

  

  当第１四半期会計期間における総資産は1,910百万円となり、前事業年度末に比べ21百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、仕掛品が22百万円、現金及び預金が16百万円減少した事及び貸倒引当金が22百万円減少した事による

ものであります。  

  負債は470百万円となり、前事業年度末に比べ11百万円減少いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が

56百万円減少し、期末株主配当金などにより未払金が23百万円増加した事によるものであります。 

 なお、純資産は1,440百万円となり、自己資本比率は75.4％となりました。 

  キャッシュ・フローの分析 

   当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末残高に対して20百

万円減少し、当第１四半期会計期間末残高は439百万円となりました。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は13百万円（前年同四半期は獲得した資金126百万円）となりました。これは主に仕

入債務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11百万円（前年同四半期は使用した資金８百万円）となりました。これは主に、定

期預金の預入れや投資有価証券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） 

   財務活動の結果獲得した資金は４百万円（前年同四半期は使用した資金10百万円）となりました。これは主に、長

期借入れによる収入によるものです。 

  

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



  

  平成23年１月期第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成22年３月19日に公表いたしました内容に変更

はございません。 

  

  

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法人税等並びに繰延税金資産及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定に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、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場合には、前事業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、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化

が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用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１四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。 

  

  

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月26日）が平成22年３月31日以前に開
始する会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期会計期間から当会計基準を適用し、当社の
棚卸資産（原材料地金）の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。 

   これにより、従来の方法に比べ、売上総利益は５百万円増加し、営業損失及び経常損失は同額減少し、税引前四
半期純利益は同額増加しております。 

      

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 595,447 611,567

受取手形及び売掛金 416,218 408,839

商品及び製品 104,686 108,364

仕掛品 313,677 336,089

原材料及び貯蔵品 46,905 32,177

その他 14,130 20,599

貸倒引当金 △10,335 △10,152

流動資産合計 1,480,730 1,507,485

固定資産   

有形固定資産 338,488 352,313

無形固定資産 6,379 6,934

投資その他の資産   

投資有価証券 27,470 20,954

保険積立金 43,465 41,793

その他 39,513 50,608

貸倒引当金 △25,263 △47,613

投資その他の資産合計 85,185 65,743

固定資産合計 430,052 424,991

資産合計 1,910,783 1,932,477

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 65,268 121,272

短期借入金 230,000 230,000

1年内返済予定の長期借入金 20,428 20,400

未払法人税等 1,584 3,600

賞与引当金 6,969 －

その他 86,161 54,486

流動負債合計 410,411 429,760

固定負債   

長期借入金 7,972 3,100

繰延税金負債 1,388 909

退職給付引当金 31,800 29,400

役員退職慰労引当金 18,925 18,441

固定負債合計 60,085 51,850

負債合計 470,497 481,610



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 329,944 341,237

自己株式 △3,199 △3,186

株主資本合計 1,438,185 1,449,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,100 1,375

評価・換算差額等合計 2,100 1,375

純資産合計 1,440,285 1,450,866

負債純資産合計 1,910,783 1,932,477



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 565,002 624,455

売上原価 538,671 537,008

売上総利益 26,330 87,446

販売費及び一般管理費 94,130 89,510

営業損失（△） △67,800 △2,063

営業外収益   

受取利息 131 79

受取地代家賃 458 441

為替差益 90 145

作業くず売却益 － 1,089

雑収入 88 772

営業外収益合計 769 2,528

営業外費用   

支払利息 862 565

雑損失 0 0

営業外費用合計 862 565

経常損失（△） △67,894 △101

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,702 3,513

特別利益合計 1,702 3,513

特別損失   

貸倒引当金繰入額 1,300 －

固定資産除却損 － 72

特別損失合計 1,300 72

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △67,491 3,338

法人税等 △22,870 810

四半期純利益又は四半期純損失（△） △44,620 2,528



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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純損失
（△）

△67,491 3,338

減価償却費 9,114 7,494

退職給付引当金の増減額（△は減少） △190 2,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 275 483

貸倒引当金の増減額（△は減少） △402 △3,329

受取利息及び受取配当金 △131 △79

固定資産除却損 － 72

支払利息 862 565

為替差損益（△は益） △90 △145

売上債権の増減額（△は増加） 164,722 △7,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,397 11,361

仕入債務の増減額（△は減少） △26,808 △56,004

未払債務の増減額（△は減少） 17,489 13,312

未収消費税等の増減額（△は増加） － 12,046

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,033 3,596

破産更生債権等の増減額（△は増加） 30 －

その他 7,679 701

小計 131,421 △11,563

利息及び配当金の受取額 4 1

利息の支払額 △867 △567

法人税等の支払額 △4,251 △1,620

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,307 △13,749

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 △4,500 △4,500

有形固定資産の取得による支出 △725 △364

投資有価証券の取得による支出 △816 △5,310

その他 △2,021 △1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,063 △11,846

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 10,000

長期借入金の返済による支出 △7,776 △5,100

配当金の支払額 △2,242 △56

その他 △10 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,028 4,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 90 145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,306 △20,619

現金及び現金同等物の期首残高 418,843 459,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 527,149 439,133



 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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