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1. 平成30年3月期第3四半期の業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 7,203 3.1 2,253 14.0 2,313 9.0 1,870 38.7

29年3月期第3四半期 6,989 △6.9 1,976 4.2 2,123 17.8 1,348 12.8

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3四半期 528.55 ―

29年3月期第3四半期 381.05 ―

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり四半期純利益を算定しております。

(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3四半期 52,321 45,876 87.7

29年3月期 50,963 44,126 86.6

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 45,876百万円 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 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 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日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。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、対前期増減率）

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

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日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。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、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3Q 3,740,000 株 29年3月期 3,740,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 201,541 株 29年3月期 201,364 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 3,538,561 株 29年3月期3Q 3,538,636 株

当社は、平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、
期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※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しております。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



○添付資料の目次

１.　当四半期決算に関する定性的情報 2

　　（１） 経営成績に関する説明 2

　　（２） 財政状態に関する説明 2

　　（３） 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2

２.　四半期財務諸表及び主な注記 3

　　（１） 四半期貸借対照表 3

　　（２） 四半期損益計算書 5

　　（３） 四半期財務諸表に関する注記事項 6

　 （継続企業の前提に関する注記） 6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 6

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

－1－



　

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

　

　（2）　財政状態に関する説明

（資産）

　

（負債）

（純資産）

　（3）　業績予想などの将来予測情報に関する説明

ます)発表のとおり推移しており変更はありません。

流動資産は､6,953,948千円となり、前事業年度末に比べ1,477,623千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。

2,253,063千円(前年同期の114.0％)となりました。経常利益は、2,313,508千円（前年同期の109.0％）、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、1,870,309千円(前年同期の138.7％)と各利益とも増益となりました。

平成30年３月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

当家具･インテリア業界におきましては、個人消費の本格的な回復には至らず､厳しい状況が続いております。

の減少によるものであります。

減少によるものであります。

増加によるものであります。

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が続

いているものの、中国をはじめとする新興国経済の動向や北朝鮮問題など、先行きは依然として不透明な状況が続いて

この結果、売上高は、7,203,044 千円 （前 年同 期の 103.1％ ）と なり ました。

セグメント別売上高は､家具商品部門は､3,313,865千円（前年同期の98.8％）､不動産賃貸部門は､3,740,852千

固定資産は、45,368,049千円となり、前事業年度末に比べ119,034千円の減少となりました。これは主に、有形固定資産

流動負債は、1,296,109千円となり､前事業年度末に比べ409,604千円の減少となりました。これは主に､未払法人税等の

固定負債は､5,149,685千円となり､前事業年度末に比べ18,657千円の増加となりました。これは主に､長期預り敷

純資産は、45,876,203千円となり、前事業年度末に比べ1,749,535千円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の

金 の 増 加 に よ る も の で あ り ま す 。

お り ま す 。

円（前年同期の106.8％）､その他部門であるプラスチック成型品は、148,326千円（前年同期の110.8％）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、販売費及び一般管理費が減少したこと等により、
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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３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,707,888 5,261,899

受取手形 448,264 498,805

売掛金 496,578 387,055

商品 756,144 745,072

その他 72,584 65,970

貸倒引当金 △5,135 △4,855

流動資産合計 5,476,325 6,953,948

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 15,082,114 14,403,140

土地 26,435,296 26,951,493

その他（純額） 542,038 486,783

有形固定資産合計 42,059,449 41,841,418

無形固定資産 1,087,796 1,089,351

投資その他の資産

投資有価証券 424,049 437,055

長期貸付金 1,393,705 1,679,905

その他 783,597 560,669

貸倒引当金 △261,513 △240,351

投資その他の資産合計 2,339,837 2,437,279

固定資産合計 45,487,084 45,368,049

資産合計 50,963,409 52,321,997

負債の部

流動負債

買掛金 405,502 296,504

未払法人税等 625,386 179,356

賞与引当金 16,824 4,639

その他 658,001 815,609

流動負債合計 1,705,714 1,296,109

固定負債

退職給付引当金 4,966 -

長期預り敷金 5,109,175 5,132,513

資産除去債務 16,884 17,171

固定負債合計 5,131,027 5,149,685

負債合計 6,836,741 6,445,794
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年12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 4,947,500 4,947,500

利益剰余金 35,612,347 37,349,957

自己株式 △419,121 △419,935

株主資本合計 44,028,225 45,765,022

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102,154 111,180

繰延ヘッジ損益 △3,711 -

評価・換算差額等合計 98,442 111,180

純資産合計 44,126,667 45,876,203

負債純資産合計 50,963,409 52,321,997
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日

　至 平成29年12月31日)

売上高 6,989,753 7,203,044

売上原価 4,339,869 4,367,736

売上総利益 2,649,884 2,835,308

販売費及び一般管理費 673,698 582,244

営業利益 1,976,185 2,253,063

営業外収益

受取利息 12,387 13,321

受取配当金 13,069 12,167

貸倒引当金戻入額 98,365 21,442

雑収入 10,429 13,058

その他 14,900 3,937

営業外収益合計 149,151 63,928

営業外費用

商品廃棄損 1,922 3,389

その他 94 94

営業外費用合計 2,016 3,483

経常利益 2,123,320 2,313,508

特別利益

固定資産売却益 23,543 303,163

投資有価証券売却益 37,716 -

違約金収入 - 437,200

特別利益合計 61,259 740,363

特別損失

固定資産売却損 184,408 -

固定資産除却損 47,965 348,669

特別損失合計 232,374 348,669

税引前四半期純利益 1,952,205 2,705,203

法人税、住民税及び事業税 545,361 619,356

法人税等調整額 58,441 215,536

法人税等合計 603,802 834,893

四半期純利益 1,348,402 1,870,309
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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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