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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 4,197 △10.2 1,080 △9.5 1,112 △15.4 695 △6.3
24年3月期第2四半期 4,672 6.1 1,194 11.5 1,315 40.8 742 22.7

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

25年3月期第2四半期 39.29 ―
24年3月期第2四半期 40.20 ―

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

25年3月期第2四半期 41,973 38,331 91.3 2,165.88
24年3月期 42,118 37,790 89.7 2,135.30
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  38,331百万円 24年3月期  37,790百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,000 △8.7 2,375 △3.0 2,438 △12.0 1,083 △24.1 61.19



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注）詳細は添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 18,700,000 株 24年3月期 18,700,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,002,051 株 24年3月期 1,002,022 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 17,697,953 株 24年3月期2Q 18,468,386 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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については、四半
期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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1. 当四半期決算に関する定性的情報

　（1）　経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復傾向が見ら

推移致しました。

当家具・インテリア業界におきましては、依然として低調な状況に変化はなく厳しさが続いております。

この結果、売上高は、4,197,216千円(前年同期の89.8％）となりました。

セグメント別に見ますと、家具商品部門は、2,284,126千円（前年同期の91.3％）となり、不動産賃貸部門は、

1,807,227千円（前年同期の91.9％）、その他部門は、プラスチック成型品が105,862千円（前年同期の51.9％）と

なりました。

利益面におきましては、営業利益は、売上高の減少により、1,080,544千円（前年同期の90.5％）となり、経常

利益は、1,112,843千円（前年同期の84.6％）となり、四半期純利益は、695,365千円（前年同期の93.7％）となり

ました。

　（2）　財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、5,561,583千円となり、前事業年度末に比べ148,971千円の減少となりました。これは主に、受取手

形の減少によるものであります。

　 固定資産は、36,411,970千円となり、前事業年度末に比べ3,727千円の増加となりました。これは主に、有形固

定資産の増加によるものであります。

（負債）

流動負債は、1,783,461千円となり、前事業年度末に比べ693,994千円の減少となりました。これは主に、未払法

人税等の減少によるものであります。

固定負債は、1,858,406千円となり、前事業年度末に比べ7,607千円の増加となりました。これは主に、長期預り

敷金の増加によるものであります。

（純資産）

純資産は、38,331,686千円となり、前事業年度末に比べ541,143千円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金の増加によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、1,297,489千円となり、前年同四半期累計期

間末に比べ761,489千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、643,614千円の収入となり、前年同四半期累計期間に比べ1,433,460千円

の収入の減少となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、511,975千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ572,979千円の

支出の減少となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、133,078千円の支出となり、前年同四半期累計期間に比べ480,056千円の

支出の減少となりました。これは主に、短期借入金の完済によるものであります。

　（3）　業績予想に関する定性的情報

平成25年3月期第2四半期累計期間につきましては、平成24年11月8日付「業績予想の修正に関するお知らせ」

にて修正いたしました。通期につきましては、平成24年5月18日（平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結））

にて発表した予想数値に変更はございません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項
 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）
　当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成24年4月1日以後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減価償却方法に変更しております。
　これによる当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

れたものの、欧州債務危機問題、円高の長期化、近隣諸国との外交問題等の影響により先行き不透明な状況で

㈱光製作所（8191）　平成25年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－2－



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,942,390 3,063,283

受取手形 985,244 587,499

売掛金 741,158 748,650

商品 903,652 1,013,503

その他 151,735 159,734

貸倒引当金 △13,628 △11,088

流動資産合計 5,710,554 5,561,583

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,870,168 9,529,881

土地 22,626,400 22,592,162

その他（純額） 463,874 916,738

有形固定資産合計 32,960,443 33,038,781

無形固定資産 1,088,380 1,088,140

投資その他の資産   

投資有価証券 367,619 334,282

長期貸付金 1,527,665 1,487,650

その他 716,347 701,818

貸倒引当金 △252,213 △238,703

投資その他の資産合計 2,359,418 2,285,048

固定資産合計 36,408,243 36,411,970

資産合計 42,118,797 41,973,553

負債の部   

流動負債   

支払手形 314,487 396,270

買掛金 425,824 499,310

未払法人税等 1,300,022 396,084

賞与引当金 13,033 19,786

その他 424,088 472,010

流動負債合計 2,477,455 1,783,461

固定負債   

退職給付引当金 161,259 149,770

長期預り敷金 1,689,539 1,708,635

固定負債合計 1,850,799 1,858,406

負債合計 4,328,254 3,641,867
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,887,500 3,887,500

資本剰余金 4,947,500 4,947,500

利益剰余金 29,355,568 29,918,199

自己株式 △415,388 △415,406

株主資本合計 37,775,179 38,337,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,363 △6,106

評価・換算差額等合計 15,363 △6,106

純資産合計 37,790,542 38,331,686

負債純資産合計 42,118,797 41,973,553
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,672,622 4,197,216

売上原価 3,042,801 2,618,781

売上総利益 1,629,820 1,578,434

販売費及び一般管理費 435,245 497,890

営業利益 1,194,574 1,080,544

営業外収益   

受取利息 16,230 8,870

受取配当金 3,366 6,328

為替差益 76,243 －

貸倒引当金戻入額 22,118 16,050

その他 9,993 6,672

営業外収益合計 127,952 37,921

営業外費用   

支払利息 5,994 －

為替差損 － 4,720

商品廃棄損 864 801

その他 108 100

営業外費用合計 6,967 5,622

経常利益 1,315,559 1,112,843

特別利益   

固定資産売却益 － 24,718

特別利益合計 － 24,718

特別損失   

固定資産売却損 13 －

固定資産除却損 13,697 3,451

特別損失合計 13,710 3,451

税引前四半期純利益 1,301,849 1,134,111

法人税、住民税及び事業税 582,321 382,211

法人税等調整額 △22,955 56,533

法人税等合計 559,366 438,745

四半期純利益 742,482 695,365
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 1,301,849 1,134,111

減価償却費 420,756 374,879

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,410 6,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,118 △16,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,090 △11,488

受取利息及び受取配当金 △19,596 △15,198

支払利息 5,994 －

為替差損益（△は益） 517 667

有形固定資産除却損 13,697 3,451

有形固定資産売却損益（△は益） 13 △24,718

売上債権の増減額（△は増加） 179,461 390,253

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,285 △109,850

仕入債務の増減額（△は減少） 191,442 155,269

長期預り敷金の増減額（△は減少） △79,324 19,095

その他 △178,759 △160

小計 1,748,967 1,907,013

利息及び配当金の受取額 18,921 14,442

利息の支払額 △5,595 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 314,781 △1,277,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,077,075 643,614

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 △96,000 △123,000

有形固定資産の取得による支出 △2,015,730 △490,140

有形固定資産の売却による収入 31 61,149

貸付けによる支出 △19,500 △104,500

貸付金の回収による収入 1,046,244 144,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,084,955 △511,975

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（△は減少） △473,000 －

自己株式の取得による支出 △434 △17

配当金の支払額 △139,701 △133,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,135 △133,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 △517 △667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 378,466 △2,107

現金及び現金同等物の期首残高 157,532 1,299,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 535,999 1,297,489
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

（4）

（5）
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