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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我が国経済は、ギリシャの債務危機問題や中国の景気の下振れリスク等があった

ものの、景気の緩やかな回復基調が続き、企業収益、個人消費、雇用情勢が改善傾向となりました。

 このような環境の中、当社における第１四半期連結累計期間における売上高は９億36百万円となりました。内訳

は、写真製版売上高２億66百万円、印刷売上高６億35百万円、商品売上高33百万円となりました。損益面につきま

しては、営業利益37百万円、経常利益49百万円、四半期純利益は37百万円となりました。

 なお、前年同四半期個別財務諸表は作成しておりませんので、当年と前年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１四半期会計期間末における総資産は31億36百万円となり、前事業年度末に比べて、38百万円減少しまし

た。流動資産は18億73百万円となり、前事業年度末に比べて32百万円の減少となりました。これは主に、受取手形

が36百万円、仕掛品が６百万円増加した一方で、売掛金が60百万円、現金及び預金が24百万円減少したことによる

ものです。固定資産は12億63百万円となり、前事業年度末に比べて６百万円減少しました。これは主に、機械及び

装置の減価償却によるものです。

 当第１四半期会計期間末における負債合計は20億72百万円となり、前事業年度末に比べて、76百万円の減少とな

りました。流動負債は９億16百万円となり、前事業年度末に比べて45百万円の減少となりました。これは主に、賞

与引当金が30百万円増加した一方で、買掛金が27百万円、未払消費税等が26百万円、未払法人税等が14百万円、金

融機関への返済による短期借入金が11百万円減少したことによるものです。固定負債は11億56百万円となり、前事

業年度末に比べて30百万円の減少となりました。これは主に、退職給付引当金が８百万円増加した一方で、金融機

関への返済により長期借入金が39百万円減少したことによるものです。

 当第１四半期会計期間における純資産合計は10億63百万円となり、前事業年度末に比べ37百万円の増加となりま

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５月19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１四半期会計期間 
(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 929,424 904,874 

受取手形 210,883 247,100 

売掛金 530,799 470,108 

電子記録債権 81,159 83,281 

仕掛品 83,947 90,568 

商品 7,374 7,454 

原材料 10,825 12,240 

貯蔵品 13,401 13,056 

前払費用 30,500 32,903 

未収入金 113 2 

その他 10,112 12,096 

貸倒引当金 △2,681 △394 

流動資産合計 1,905,860 1,873,292 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 138,849 135,661 

構築物（純額） 851 827 

機械及び装置（純額） 125,181 116,386 

車両運搬具（純額） 0 2,377 

工具、器具及び備品（純額） 8,261 8,093 

土地 216,906 216,906 

建設仮勘定 611,617 618,106 

有形固定資産合計 1,101,668 1,098,358 

無形固定資産    

商標権 402 364 

ソフトウエア 16,560 14,790 

電話加入権 18,090 18,090 

無形固定資産合計 35,053 33,244 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,285 5,399 

出資金 110 110 

従業員に対する長期貸付金 460 400 

破産更生債権等 3,870 3,820 

長期前払費用 4,381 3,165 

保険積立金 72,047 72,047 

差入保証金 49,608 49,690 

その他 1,057 1,057 

貸倒引当金 △3,875 △3,821 

投資その他の資産合計 132,944 131,869 

固定資産合計 1,269,666 1,263,472 

資産合計 3,175,527 3,136,765 

 

- 3 -

株式会社光陽社(7946) 平成28年3月期第１四半期決算短信



 

    （単位：千円） 

  前事業年度 
(平成27年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形 331,384 322,633 

買掛金 212,987 185,089 

1年内返済予定の長期借入金 178,234 166,599 

未払金 50,963 51,891 

未払費用 26,948 30,507 

未払法人税等 28,826 14,187 

未払消費税等 53,699 27,421 

前受金 16,320 27,338 

預り金 5,822 6,252 

賞与引当金 38,630 68,986 

その他の引当金 10,400 10,400 

その他 8,412 5,612 

流動負債合計 962,631 916,920 

固定負債    

長期借入金 774,406 734,919 

退職給付引当金 412,246 421,004 

その他 118 155 

固定負債合計 1,186,771 1,156,078 

負債合計 2,149,402 2,072,999 

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 △1,009,539 

自己株式 △35,985 △35,985 

株主資本合計 1,025,877 1,063,441 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 247 324 

評価・換算差額等合計 247 324 

純資産合計 1,026,124 1,063,766 

負債純資産合計 3,175,527 3,136,765 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

  (単位：千円) 

 
当第１四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

売上高 936,063 

売上原価 702,998 

売上総利益 233,065 

販売費及び一般管理費 195,221 

営業利益 37,843 

営業外収益  

受取利息 46 

受取配当金 432 

補助金収入 10,000 

作業くず売却益 4,056 

貸倒引当金戻入額 2,238 

その他 1,882 

営業外収益合計 18,657 

営業外費用  

支払利息 2,953 

支払補償費 4,303 

営業外費用合計 7,256 

経常利益 49,244 

税引前四半期純利益 49,244 

法人税、住民税及び事業税 11,680 

四半期純利益 37,564 
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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１四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30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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