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1. 平成30年3月期第1四半期の業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(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 ％

30年3月期第1四半期 2,339 6.1 737 59.5 769 62.6 738 147.3

29年3月期第1四半期 2,205 △2.0 462 △30.6 473 △32.2 298 △36.1

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

30年3月期第1四半期 41.77 ―

29年3月期第1四半期 16.89 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第1四半期 51,314 44,740 87.2

29年3月期 50,963 44,126 86.6

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 44,740百万円 29年3月期 44,126百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 37.50 37.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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あるため、平成30年３月期（予想）の１株当たり期
末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記
事項」をご覧ください。

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 △6.6 439.44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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あります。平成30年３月期の通期業績予想におけ
る１株当たり当期純利益につきましては、当該株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記
事項」をご覧ください。



※ 注記事項

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(3) 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） 30年3月期1Q 18,700,000 株 29年3月期 18,700,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,006,872 株 29年3月期 1,006,822 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 17,693,165 株 29年3月期1Q 17,693,178 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関する

説明」をご覧ください。

（株式併合後の配当及び通期業績予想について）

当社は、平成29年６月29日開催の第58回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、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あります。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年３月期の配当予想及び通期業績予想は以下のとおりとなりま
す。

１.　平成30年３月期の配当予想

　　１株当たり配当金　期末　７円50銭

２.　平成30年３月期の業績予想

　　１株当たり当期純利益　通期　87円89銭
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１． 当四半期決算に関する定性的情報

　（1）　経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間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

にあるものの、中国をはじめとする新興国経済の減速や米国の政策動向などにより、先行きは依然として､不透明な

状況にあります。

当家具･インテリア業界におきましては､個人消費に力強さを欠いており､厳しい状況が続いております。

　 この結果、売上高は、2,339,707千円（前年同期の106.1％）となりました。

セグメント別売上高は､家具商品部門は､1,062,975千円（前年同期の104.2％）､不動産賃貸部門は､1,232,246千

円（前年同期の107.8％）、その他部門であるプラスチック成型品は、44,485千円（前年同期の106.6％）となりました。

一方、利益面におきましては、営業利益は、売上高が増加するなか、売上原価及び販売費及び一般管理費が減

少したことにより､737,512千円(前年同期の159.5％)となりました。経常利益は、769,789千円（前年同期の162.6％）、

四半期純利益は、固定資産売却益303,163千円の計上等により、738,981千円(前年同期の247.3％)と各利益とも増

益となりました。

　（2）　財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は､6,259,353千円となり、前事業年度末に比べ783,028千円の増加となりました。これは主に､現金及び

預金の増加によるものであります。

　 固定資産は、45,054,846千円となり、前事業年度末に比べ432,237千円の減少となりました。これは主に、有形固

定資産の減少によるものであります。

（負債）

流動負債は、1,358,868千円となり､前事業年度末に比べ346,845千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､5,215,211千円となり､前事業年度末に比べ84,184千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、44,740,119千円となり、前事業年度末に比べ613,451千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。

　（3）　業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては､平成29年5月12日（平成29年3月期決

算短信（非連結）に記載しております)発表のとおり推移しており変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,707,888 4,479,058

受取手形 448,264 521,812

売掛金 496,578 421,022

商品 756,144 762,486

その他 72,584 80,081

貸倒引当金 △5,135 △5,109

流動資産合計 5,476,325 6,259,353

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,082,114 14,662,179

土地 26,435,296 26,203,598

その他（純額） 542,038 739,021

有形固定資産合計 42,059,449 41,604,799

無形固定資産 1,087,796 1,087,660

投資その他の資産

投資有価証券 424,049 429,091

長期貸付金 1,393,705 1,471,705

その他 783,597 708,710

貸倒引当金 △261,513 △247,121

投資その他の資産合計 2,339,837 2,362,385

固定資産合計 45,487,084 45,054,846

資産合計 50,963,409 51,314,200

負債の部

流動負債

買掛金 405,502 348,827

未払法人税等 625,386 284,587

賞与引当金 16,824 29,423

その他 658,001 696,031

流動負債合計 1,705,714 1,358,868

固定負債

退職給付引当金 4,966 3,601

長期預り敷金 5,109,175 5,194,629

資産除去債務 16,884 16,980

固定負債合計 5,131,027 5,215,211

負債合計 6,836,741 6,574,080

決算短信（宝印刷） 2017年08月01日 10時19分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

㈱光製作所（8191）　平成30年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－3－



(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年６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 35,612,347 36,218,629

自己株式 △419,121 △419,163

株主資本合計 44,028,225 44,634,465

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102,154 105,654

繰延ヘッジ損益 △3,711 ―

評価・換算差額等合計 98,442 105,654

純資産合計 44,126,667 44,740,119

負債純資産合計 50,963,409 51,314,200

決算短信（宝印刷） 2017年08月01日 10時19分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

㈱光製作所（8191）　平成30年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－4－



（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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年６月30日)

売上高 2,205,237 2,339,707

売上原価 1,455,225 1,400,785

売上総利益 750,012 938,922

販売費及び一般管理費 287,628 201,409

営業利益 462,383 737,512

営業外収益

受取利息 4,315 4,484

受取配当金 6,453 6,043

貸倒引当金戻入額 2,468 14,418

その他 1,606 8,903

営業外収益合計 14,843 33,848

営業外費用

為替差損 2,998 ―

商品廃棄損 637 1,540

その他 31 31

営業外費用合計 3,667 1,571

経常利益 473,559 769,789

特別利益

固定資産売却益 5,540 303,163

特別利益合計 5,540 303,163

特別損失

固定資産除却損 46,247 4,314

特別損失合計 46,247 4,314

税引前四半期純利益 432,852 1,068,639

法人税、住民税及び事業税 114,544 262,945

法人税等調整額 19,439 66,712

法人税等合計 133,983 329,657

四半期純利益 298,868 738,981
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四半期財務諸表に関する注記事項

（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。

　

　

（3）
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