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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３四半期累計期間における我が国経済は、外国人観光客によるインバウンド消費の伸び等による国内景気の

下支えがあるものの、中国をはじめとする新興国経済の減速や長期化する原油の大幅な価格下落等により、企業業

績は明暗を分ける状況となりました。

 一方、印刷業界におきましては、引き続き電子メディア普及による印刷物の減少、原材料価格の上昇、競争激化

による受注価格の下落など、厳しい経営環境となりました。

 このような環境の中、当社の第３四半期累計期間における売上高は30億48百万円となりました。内訳は、写真製

版売上高が８億16百万円、印刷売上高が21億18百万円、商品売上高が１億13百万円となりました。損益面において

は設備関連費用及び飯能工場への移転に伴う費用が当初計画より大きく上回ったため、営業利益13百万円、経常利

益11百万円、四半期純損失は16百万円となりました。

 なお、平成27年３月期第３四半期は四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行ってお

りません。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第３四半期会計期間末における総資産は34億19百万円となり、前事業年度末に比べて、２億44百万円増加しま

した。流動資産は16億93百万円となり、前事業年度末に比べて２億12百万円の減少となりました。これは主に、未

収消費税等が82百万円、立替金が35百万円増加し、現金及び預金が３億20百万円減少したことによるものです。固

定資産は17億26百万円となり、前事業年度末に比べて４億56百万円増加しました。これは主に、工場移転に伴い有

形固定資産が４億84百万円増加したことによるものです。

 当第３四半期会計期間末における負債合計額は24億10百万円となり、前事業年度末に比べて２億61百万円の増加

となりました。これは主に、長期借入金が２億55百万円、支払手形が71百万円、設備支払手形が36百万円増加し、

未払消費税等が53百万円、未払法人税等28百万円が減少したことによるものです。

 当第３四半期会計期間末における純資産合計額は10億９百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円の減少とな

りました。これは主に、利益剰余金の減少によるものです。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年10月23日公表の業績予想から変更はありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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27年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 929,424 608,703 

受取手形 210,883 217,050 

売掛金 530,799 522,889 

電子記録債権 81,159 57,474 

商品 7,374 10,806 

仕掛品 83,947 100,062 

原材料 10,825 13,198 

貯蔵品 13,401 12,576 

前払費用 30,500 18,756 

未収入金 113 － 

未収還付法人税等 － 325 

未収消費税等 － 82,490 

立替金 5,385 41,267 

その他 4,727 8,204 

貸倒引当金 △2,681 △189 

流動資産合計 1,905,860 1,693,614 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 138,849 877,936 

構築物（純額） 851 1,167 

機械及び装置（純額） 125,181 431,332 

車両運搬具（純額） 0 9,400 

工具、器具及び備品（純額） 8,261 33,288 

土地 216,906 232,412 

建設仮勘定 611,617 1,100 

有形固定資産合計 1,101,668 1,586,638 

無形固定資産    

商標権 402 285 

ソフトウエア 16,560 12,320 

電話加入権 18,090 18,090 

無形固定資産合計 35,053 30,695 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,285 5,333 

出資金 110 60 

従業員に対する長期貸付金 460 820 

破産更生債権等 3,870 3,657 

長期前払費用 4,381 4,519 

保険積立金 72,047 72,047 

差入保証金 49,608 25,100 

その他 1,057 1,057 

貸倒引当金 △3,875 △3,657 

投資その他の資産合計 132,944 108,937 

固定資産合計 1,269,666 1,726,271 

資産合計 3,175,527 3,419,886 

 

- 3 -

株式会社光陽社(7946) 平成28年3月期第3四半期決算短信



 

    （単位：千円） 

  前事業年度 
(平成27年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形 331,384 402,942 

買掛金 212,987 212,536 

1年内返済予定の長期借入金 178,234 179,356 

未払金 50,963 53,632 

未払費用 26,948 22,661 

未払法人税等 28,826 － 

預り金 5,822 25,610 

未払消費税等 53,699 － 

前受金 16,320 13,999 

賞与引当金 38,630 18,124 

設備関係支払手形 8,400 44,471 

その他の引当金 10,400 － 

その他 12 12 

流動負債合計 962,631 973,346 

固定負債    

長期借入金 774,406 1,029,835 

退職給付引当金 412,246 407,521 

繰延税金負債 118 133 

固定負債合計 1,186,771 1,437,490 

負債合計 2,149,402 2,410,836 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,928,959 1,928,959 

資本剰余金 180,008 180,008 

利益剰余金 △1,047,104 △1,063,919 

自己株式 △35,985 △36,278 

株主資本合計 1,025,877 1,008,769 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 247 279 

評価・換算差額等合計 247 279 

純資産合計 1,026,124 1,009,049 

負債純資産合計 3,175,527 3,419,886 
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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) 

 
 当第３四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

売上高 3,048,645 

売上原価 2,474,421 

売上総利益 574,224 

販売費及び一般管理費 560,563 

営業利益 13,661 

営業外収益  

受取利息 153 

受取配当金 462 

作業くず売却益 12,328 

貸倒引当金戻入額 2,606 

その他 3,872 

営業外収益合計 19,423 

営業外費用  

支払利息 9,123 

支払補償費 11,663 

その他 458 

営業外費用合計 21,245 

経常利益 11,839 

特別利益  

補助金収入 15,639 

特別利益合計 15,639 

特別損失  

固定資産除却損 7,839 

工場移転損失 29,491 

特別損失合計 37,331 

税引前四半期純損失（△） △9,852 

法人税、住民税及び事業税 6,962 

四半期純損失（△） △16,815 
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（３）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。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） 

 当社は印刷にかかる写真製版並びに関連製品を製造販売しており、これらの事業は単一事業であるため、記

載を省略しております。
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