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1. 平成29年3月期の業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 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 ％

29年3月期 9,301 △4.8 2,649 8.4 2,792 19.4 1,665 27.4

28年3月期 9,766 10.6 2,443 △0.5 2,339 △5.9 1,307 △8.0

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 ％ ％ ％

29年3月期 94.11 ― 3.8 5.6 28.5

28年3月期 73.89 ― 3.1 4.8 25.0

（参考） 持分法投資損益 29年3月期 44百万円 28年3月期 △42百万円

(2) 財政状態

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

29年3月期 50,963 44,126 86.6 2,493.99

28年3月期 49,030 42,496 86.7 2,401.85

（参考） 自己資本 29年3月期 44,126百万円 28年3月期 42,496百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
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

29年3月期 3,407 △2,007 △132 2,928

28年3月期 2,620 △2,639 △133 1,714

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

28年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 132 10.2 0.3

29年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 132 8.0 0.3

30年3月期(予想) ― 0.00 ― 7.50 7.50 8.5

(注)　当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定ですが、平成30年３月期（予想）配当につきまして
は、株式併合前の株式数をもとに算出しております。

3. 平成30年 3月期の業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 4,475 △0.4 1,258 11.9 1,279 3.1 1,089 29.4 61.55

通期 9,250 △0.6 2,684 1.3 2,750 △1.5 1,555 △6.6 87.89



※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期 18,700,000 株 28年3月期 18,700,000 株

② 期末自己株式数 29年3月期 1,006,822 株 28年3月期 1,006,822 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 17,693,178 株 28年3月期 17,693,233 株

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項については、添付資
料3ページの「1.経営成績等の概況 （4）今後の見通し」をご覧下さい。

2.当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定ですが、平成30年３月期（予想）配当及び平成30年３月
期の業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合前の株式数をもとに算出しております。
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１. 経営成績等の概況 

 （1）当期の経営成績の概況 

当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境に改善がみられ、緩やかな回復基調で推移

しましたが、中国をはじめとした新興国の景気減速、英国のＥＵ離脱や米国新政権の政策動向など、先

行きは依然不透明な状況が続いております。 

      当家具・インテリア業界におきましては、個人消費の回復が依然弱く、引き続き厳しい状況が続いてお

ります。 

      その結果、売上高は、9,301,756千円（前期の 95.2％）となりました。 

      セグメント別の売上髙は、家具商品部門が 4,424,605 千円（前期の 90.4％）、不動産賃貸部門は

4,700,984千円（前期の 100.1％）、その他部門は 176,165千円（前期の 98.4％）となりました。 

      一方利益面におきましては、売上高が減少したことに対し、売上原価も減少したことに伴い営業利益

は 2,649,170千円（前期の 108.4％）、経常利益は貸倒引当金戻入額を計上したこと等から 2,792,709千

円（前期の 119.4％）、当期純利益は投資有価証券売却益 37,716千円及び固定資産売却損 184,408千

円の計上等により 1,665,160千円（前期の 127.4％）となりました。 

 

（2）当期の財政状態の概況 

 （資産） 

  当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて、1,932,770 千円増加し、50,963,409 千円

（前期比 3.9％増）となりました。 

  流動資産につきましては、前事業年度末に比べて、821,335 円増加し、5,476,325 千円（前期比

17.6％増）となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。 

固定資産につきましては、前事業年度末に比べて、1,111,435千円増加し、45,487,084千円（前期比

2.5％増）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） 

  当事業年度末における負債総額は、前事業年度末に比べて、302,497 千円増加し、6,836,741 千円

（前期比 4.6％増）となりました。 

流動負債につきましては、前事業年度末に比べて、41,941 千円増加し、1,705,714 千円（前期比

2.5％増）となりました。これは主に未払法人税等の増加によるものであります。 

固定負債につきましては、前事業年度末に比べて、260,556 千円増加し、5,131,027 千円（前期比

5.3％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） 

  当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べて、1,630,273 千円増加し、44,126,667 千円

（前期比 3.8％増）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。 

 

 

 

 

 

 

㈱光製作所（8191）　平成29年3月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

－2－



 

 

 

 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,928,508千円となり、前事業年度末に比べ、

1,213,533千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、3,407,833 千円の収入となり、前事業年度に比べ 787,041 千円

の収入の増加となりました。これは主に仕入債務の増減額の増加、長期預り敷金の増減額の増加及び

税引前当期純利益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、2,007,436 千円の支出となり、前事業年度に比べ 632,157 千円

の支出の減少となりました。これは主に定期預金の払戻による収入の増加、有形固定資産の売却による

収入の増加及び貸付けによる支出の減少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、132,744 千円の支出となり、前事業年度に比べ 607 千円の支出

の減少となりました。これは主に自己株式の取得による支出の減少によるものであります。 

 

（4）今後の見通し 

      今後のわが国経済は、経済対策による効果、企業収益の改善から景気回復傾向が見込まれますもの

の、景気の先行きが不透明であり、予断を許さない状況で推移するものと思われます。 

当業界をとりまく環境は、回復への期待感はありますものの、設備投資、個人消費ともに急激な回復は

望めず弱含みで推移することが予想され、更に企業間競争が激化し、依然として厳しい状況が続くものと

思われます。 

      このような背景を踏まえ通期の業績予想としましては､売上高 9,250 百万円、経常利益 2,750 百万円、

当期純利益 1,555百万円を見込んでおります。 

 

２. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備

の負担等を考慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。 
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,771,474 3,707,888

受取手形 464,108 448,264

売掛金 444,914 496,578

商品 876,817 756,144

前渡金 16,493 9,079

前払費用 21,735 6,996

繰延税金資産 52,342 39,892

未収入金 13,453 13,128

その他 3,155 3,488

貸倒引当金 △9,506 △5,135

流動資産合計 4,654,989 5,476,325

固定資産

有形固定資産

建物 28,792,779 29,447,333

減価償却累計額 △13,706,839 △14,365,218

建物（純額） 15,085,939 15,082,114

構築物 1,086,481 1,105,488

減価償却累計額 △812,208 △841,805

構築物（純額） 274,273 263,683

機械及び装置 274,693 274,693

減価償却累計額 △130,540 △159,148

機械及び装置（純額） 144,152 115,544

車両運搬具 74,870 75,545

減価償却累計額 △74,093 △73,956

車両運搬具（純額） 777 1,588

工具、器具及び備品 449,197 446,219

減価償却累計額 △356,635 △377,495

工具、器具及び備品（純額） 92,561 68,723

土地 25,254,214 26,435,296

建設仮勘定 820 92,498

有形固定資産合計 40,852,740 42,059,449

無形固定資産

借地権 1,083,740 1,083,740

ソフトウエア 933 336

電話加入権 3,720 3,720

無形固定資産合計 1,088,393 1,087,796
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 323,901 348,999

関係会社株式 78,050 75,050

関係会社長期貸付金 1,442,753 1,393,705

長期前払費用 264,142 254,843

繰延税金資産 340,241 274,624

その他 341,632 254,128

貸倒引当金 △356,206 △261,513

投資その他の資産合計 2,434,514 2,339,837

固定資産合計 44,375,648 45,487,084

資産合計 49,030,638 50,963,409

負債の部

流動負債

買掛金 360,462 405,502

未払金 347,623 137,736

未払費用 10,760 11,913

未払法人税等 477,566 625,386

前受金 - 75,000

預り金 6,224 6,291

前受収益 386,143 418,809

賞与引当金 16,204 16,824

その他 58,787 8,251

流動負債合計 1,663,773 1,705,714

固定負債

退職給付引当金 9,275 4,966

長期預り敷金 4,854,719 5,109,175

資産除去債務 - 16,884

その他 6,475 -

固定負債合計 4,870,471 5,131,027

負債合計 6,534,244 6,836,741
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,887,500 3,887,500

資本剰余金

資本準備金 4,947,500 4,947,500

資本剰余金合計 4,947,500 4,947,500

利益剰余金

利益準備金 576,300 576,300

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 2,785 -

別途積立金 32,100,000 33,300,000

繰越利益剰余金 1,400,800 1,736,047

利益剰余金合計 34,079,885 35,612,347

自己株式 △419,121 △419,121

株主資本合計 42,495,763 44,028,225

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 45,310 102,154

繰延ヘッジ損益 △44,679 △3,711

評価・換算差額等合計 630 98,442

純資産合計 42,496,394 44,126,667

負債純資産合計 49,030,638 50,963,409
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

売上高

商品売上高 5,071,926 4,600,771

不動産賃貸収入 4,694,639 4,700,984

売上高合計 9,766,566 9,301,756

売上原価

商品期首たな卸高 1,068,656 876,817

当期商品仕入高 4,287,509 3,851,163

合計 5,356,166 4,727,980

他勘定振替高 39,045 5,173

商品期末たな卸高 876,817 756,144

商品売上原価 4,440,303 3,966,662

不動産賃貸原価 2,086,914 1,788,241

売上原価合計 6,527,218 5,754,904

売上総利益 3,239,348 3,546,852

販売費及び一般管理費

給料及び手当 385,708 382,673

賞与引当金繰入額 16,204 16,824

退職給付費用 28,160 17,306

租税公課 81,615 115,952

減価償却費 36,567 44,975

その他 247,329 319,950

販売費及び一般管理費合計 795,585 897,681

営業利益 2,443,762 2,649,170

営業外収益

受取利息 12,633 16,358

受取配当金 17,334 15,969

為替差益 - 6,303

貸倒引当金戻入額 - 99,063

雑収入 7,966 11,115

営業外収益合計 37,934 148,809
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業外費用

為替差損 4,216 -

貸倒引当金繰入額 99,970 -

商品廃棄損 37,898 5,146

雑損失 137 125

営業外費用合計 142,222 5,271

経常利益 2,339,474 2,792,709

特別利益

固定資産売却益 380 23,543

投資有価証券売却益 - 37,716

特別利益合計 380 61,259

特別損失

固定資産売却損 - 184,408

固定資産除却損 178,255 47,965

投資有価証券評価損 4,700 -

特別損失合計 182,955 232,374

税引前当期純利益 2,156,899 2,621,594

法人税、住民税及び事業税 819,540 921,665

法人税等調整額 30,020 34,768

法人税等合計 849,561 956,434

当期純利益 1,307,338 1,665,160
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,873 30,800,000 1,526,077

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
△88 88

別途積立金の積立 1,300,000 △1,300,000

剰余金の配当 △132,704

当期純利益 1,307,338

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △88 1,300,000 △125,276

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,785 32,100,000 1,400,800

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 32,905,251 △418,455 41,321,795 108,460 1,454 109,914 41,431,710

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △132,704 △132,704 △132,704

当期純利益 1,307,338 1,307,338 1,307,338

自己株式の取得 △666 △666 △666

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△63,150 △46,134 △109,284 △109,284

当期変動額合計 1,174,634 △666 1,173,968 △63,150 △46,134 △109,284 1,064,683

当期末残高 34,079,885 △419,121 42,495,763 45,310 △44,679 630 42,496,394
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当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 2,785 32,100,000 1,400,800

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
△2,785 2,785

別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000

剰余金の配当 △132,698

当期純利益 1,665,160

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △2,785 1,200,000 335,246

当期末残高 3,887,500 4,947,500 4,947,500 576,300 ― 33,300,000 1,736,047

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 34,079,885 △419,121 42,495,763 45,310 △44,679 630 42,496,394

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ―

剰余金の配当 △132,698 △132,698 △132,698

当期純利益 1,665,160 1,665,160 1,665,160

自己株式の取得 ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
56,844 40,968 97,812 97,812

当期変動額合計 1,532,461 ― 1,532,461 56,844 40,968 97,812 1,630,273

当期末残高 35,612,347 △419,121 44,028,225 102,154 △3,711 98,442 44,126,667
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,156,899 2,621,594

減価償却費 1,146,571 1,085,617

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 620

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,892 △99,063

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,523 △4,309

受取利息及び受取配当金 △29,967 △32,327

為替差損益（△は益） 4,216 54,118

投資有価証券売却損益（△は益） - △37,716

有形固定資産除却損 178,255 47,965

有形固定資産売却損益（△は益） △380 160,865

投資有価証券評価損益（△は益） 4,700 -

売上債権の増減額（△は増加） 248,677 △35,819

たな卸資産の増減額（△は増加） 191,839 120,673

仕入債務の増減額（△は減少） △442,699 45,039

長期預り敷金の増減額（△は減少） △217,784 254,455

その他 289,988 △12,775

小計 3,564,642 4,168,937

利息及び配当金の受取額 29,988 31,993

法人税等の支払額 △973,839 △793,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,620,791 3,407,833

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 △1,245,572 △1,477,480

定期預金の払戻による収入 1,191,129 1,754,600

投資有価証券の売却による収入 1,000 97,526

有形固定資産の取得による支出 △2,073,451 △2,925,093

有形固定資産の売却による収入 480 493,962

貸付けによる支出 △1,002,000 △670,120

貸付金の回収による収入 488,819 719,168

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,639,594 △2,007,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △666 -

配当金の支払額 △132,686 △132,744

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,352 △132,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,216 △54,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,370 1,213,533

現金及び現金同等物の期首残高 1,871,345 1,714,974

現金及び現金同等物の期末残高 1,714,974 2,928,508
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(5) 財務諸表に関する注記事項

該当事項はありません。

法人税法の改正に伴い､「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務

　対応報告第32号　平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し､平成28年4月1日以後に取得した建物附

　属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

1 関連会社に関する事項

関連会社に対する投資の金額

持分法を適用した場合の投資の金額

持分法を適用した場合の投資利益の金額

2 開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

   (継続企業の前提に関する注記）

（単位：千円）

 　　至平成28年3月31日）

   (持分法損益等）

 前事業年度
　（自平成27年4月　1日

   (会計方針の変更）

△ 42,463 44,829

当事業年度
　（自平成28年4月　1日
　　至平成29年3月31日）

16,100

578,765628,209

19,100
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1　報告セグメントの概要

　　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

　　の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　　　当社は、家具商品の販売及び不動産の賃貸を主な事業としており、商品・サービスの類似性を基礎とした部門別

　　のセグメントから構成されており、「家具商品部門」及び「不動産賃貸部門」の２つを報告セグメントとしております。

　　　「家具商品部門」は、業務用家具、リビング用家具、インテリア商品、育児・学童家具、オフィス家具の販売をして

　　おります。「不動産賃貸部門」は、東京都その他の地域において、店舗及びオフィスビル等の賃貸をしております。

2　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

　　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

3　報告セグメントごとの売上高、利益、又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前事業年度　（自　平成27年4月1日　　至　平成28年3月31日）

（注）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高 － － － － －

又は振替高

その他項目

減価償却費 －

有形固定資産及び無形  

固定資産の増加額 －

　

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである、プラスチック成型品事業であります。

4　報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計 　

「その他」の区分の売上高

財務諸表の売上高

報告セグメント計 　

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

財務諸表の営業利益

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2,184 2,524,875 2,527,059 2,527,059

5,615,969

28,255 1,110,003 1,138,258 1,138,258

セグメント負債 354,246 5,245,401 5,599,647 16,321

2,613,113

セグメント資産 2,896,150 42,385,232 45,281,382 56,180 45,337,563

セグメント利益 △ 33 2,607,724 2,607,691 5,422

178,949 9,766,566

計 4,892,977 4,694,639 9,587,617 178,949 9,766,566

4,892,977 4,694,639 9,587,617

9,766,566

2,443,762

（単位：千円）

利益 金額

2,607,691

5,422

△ 169,350

（単位：千円）

売上高 金額

9,587,617

178,949

（単位：千円）

報告セグメント
その他

合計

家具商品部門 不動産賃貸部門 　計
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報告セグメント計 　

「その他」の区分の資産

全社資産（注）

財務諸表の資産合計

（注）　全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

報告セグメント計 　

「その他」の区分の負債

全社負債（注）

財務諸表の負債合計

（注）　全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

　

2,527,059 － 2,527,059

その他の項目 報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

1,138,258 8,312 1,146,571

5,599,647

16,321

918,275

6,534,244

（単位：千円）

3,693,074

49,030,638

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

資産 金額

45,281,382

56,180
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　当事業年度　（自　平成28年4月1日　　至　平成29年3月31日）

（注）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高 － － － － －

又は振替高

その他項目

減価償却費 －

有形固定資産及び無形  

固定資産の増加額 －

　

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである、プラスチック成型品事業であります。

報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

報告セグメント計 　

「その他」の区分の売上高

財務諸表の売上高

報告セグメント計 　

「その他」の区分の利益

全社費用（注）

財務諸表の営業利益

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

セグメント利益

セグメント資産

セグメント負債

4,424,605 4,700,984

△ 88,934 2,912,743

430,553 5,609,783

計

（単位：千円）

4,424,605 4,700,984 9,125,590 176,165 9,301,756

家具商品部門 不動産賃貸部門 　計

報告セグメント
その他

合計

9,125,590 176,165 9,301,756

2,823,809 5,338 2,829,147

2,789,849 43,553,078 46,342,927 55,360 46,398,287

6,040,336 2,615 6,042,952

36,929 1,040,641 1,077,571 1,077,571

利益 金額

2,823,809

18,993 2,917,525 2,936,518 2,936,518

売上高 金額

（単位：千円）

△ 179,977

2,649,170

5,338

9,125,590

176,165

9,301,756

（単位：千円）
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報告セグメント計 　

「その他」の区分の資産

全社資産（注）

財務諸表の資産合計

（注）　全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

報告セグメント計 　

「その他」の区分の負債

全社負債（注）

財務諸表の負債合計

（注）　全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

（注）　有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。

（単位：千円）

負債 金額

（単位：千円）

（単位：千円）

資産 金額

46,342,927

4,565,121

50,963,409

6,040,336

2,615

793,788

6,836,741

55,360

その他の項目

1,085,617

2,938,818

報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

8,045

2,300

1,077,571

2,936,518
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（１株当たり情報）

  

（ 自平成 （ 自平成

 至平成 ）  至平成 ）

１株当たり純資産額 円 　 円

１株当たり当期純利益 円 円

 

潜在株式調整後  潜在株式調整後１株当たり当期純利益

１株当たり当期純利益  金額については、潜在株式が存在しな  

 いため記載しておりません。  

　 　

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 　 　

　

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

　

73.89

　

 　　前事業年度

当事業年度前事業年度

94.11

28 年 4 月 1 日27 年 4 月 1 日

（単位：千円）

 当事業年度

　　（自平成28年4月　1日 

2,493.99

29年3 月31日

　　（自平成27年4月　1日 

2,401.85

普通株式の期中平均株式数（株） 17,693,233 17,693,178

1,665,1601,307,338普通株式に係る当期純利益

28 年3月31日

1,307,338

　　　至平成28年3月31日）

1,665,160損益計算書上の当期純利益

　　　至平成29年3月31日）

 同左
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