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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第62期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結
累計期間

第62期
第２四半期連結
会計期間

第63期
第２四半期連結
会計期間

第62期

会計期間

自  平成21年
      ４月１日
至  平成21年
      ９月30日

自  平成22年
      ４月１日
至  平成22年
      ９月30日

自  平成21年
      ７月１日
至  平成21年
      ９月30日

自  平成22年
      ７月１日
至  平成22年
      ９月30日

自  平成21年
      ４月１日
至  平成22年
      ３月31日

売上高 (千円) 1,826,0011,850,265887,732 957,4813,760,264

経常損益（△：損失） (千円) △122,235 13,782 △57,645 26,981△143,286

四半期(当期)純損益
（△：損失）

(千円) △115,377△41,343 △60,170 23,365△369,438

純資産額 (千円) ― ― 619,570 327,119 365,522

総資産額 (千円) ― ― 2,379,9732,407,3702,534,265

１株当たり純資産額 (円) ― ― 47.39 25.02 27.96

１株当たり四半期
(当期)純損益金額
（△：損失）

(円) △8.82 △3.16 △4.60 1.79 △28.25

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 26.0 13.6 14.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △111,796 377 ― ― △193,068

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 53,730 △29,279 ― ― △314,978

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 295,334 △2,198 ― ― 543,069

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 661,183 497,189 528,298

従業員数 (名) ― ― 185 170 195

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  第62期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４  第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

５  第63期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６  第63期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

EDINET提出書類

株式会社光陽社(E00711)

四半期報告書

 2/31



　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 170（32）

(注) １  従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。  

２  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

３  臨時従業員にはパートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 168（30）

(注) １  従業員数は当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む就業人員であります。  

２  従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。

３  臨時従業員にはパートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

製品制作 332,905 3.9

印刷 597,597 13.7

合計 930,503 10.0

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

製品制作 340,250 7.5 73,968 △5.5

印刷 612,576 12.0 95,864 △6.5

合計 952,827 10.3 169,833 △6.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門部別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製品制作 325,245 3.2

印刷 575,006 10.4

商品 57,229 10.6

合計 957,481 7.9

　

(注) １　主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　 相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

　 カルビー㈱ 142,050 16.0 173,429 18.1

 　　　２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであ

ります。

（１）当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年

度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

（２）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社グループは、前連結会計年度まで４期連続して営業損失を計上し、また３期連続して営業キャッ

シュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しております。

当社グループは前連結会計年度末に策定した事業再構築計画への追加施策を現在、継続的に実施中

であり、また東京プリンティングセンターでの加工内製化率向上と高品位印刷「The Favorite」の拡

販活動を実施しております。

 一連の施策実施により業績は回復基調に向かっておりますが、前連結会計年度より続いております印

刷市場の厳しい価格競争により、今後も予断を許さない不安定な状態が続くものと予想されます。ま

た、金融機関からの借入金には財務制限条項が付されたものが含まれており、当該条項に抵触した場合

には借入金の全額又は一部を一括返済しなければならなくなる可能性があります。これらの状況から、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、外需の改善や各種景気対策の効果により一部の業

種におきましては穏やかながらも回復の兆しが見られるようになりましたが、世界的金融危機の影響は

根強く、企業収益の低迷、設備投資の抑制、雇用環境の悪化などが継続し、さらに急激な為替相場の変動な

どもあり依然として厳しい状況で推移しました。

当印刷業界におきましては、価格競争の激化に歯止めはかからず、一方でＰＤＡ（携帯情報端末）やス

マートフォン、電子書籍などの普及による印刷需要の減少もあり極めて厳しい状況が続いております。

当社グループはこのような市場環境のもと、①高品位オンデマンドPOP事業の増益体制の確立、②生産

部門の内部生産力の増強と外注管理体制の整備、これによる内部利益確保の体制強化、③業務のIT化推進

による業務処理体制の迅速化、効率化の早期確立を内容とする事業再構築計画（前連結会計年度末に策

定）を実施いたしました。また、それらの施策に加えて、黒字化をより確実とするために、本年度５月にお

きまして①生産設備等の集約、②管理部門の集約、③人員の削減、④仕入れ及び外注管理強化、⑤営業支援

部門の強化を実施しました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は９億57百万円（前年同四半期比7.9％増収）となりま

した。事業内訳別では、印刷売上は５億75百万円（前年同四半期比10.4％増収）、製品売上は３億25百万

円（前年同四半期比3.2％増収）、また商品売上は57百万円（前年同四半期比10.6％増収）となりまし

た。損益面につきましては、経費の節減による改善効果が認められ、売上高も増収したことにより、結果営

業利益33百万円、経常利益26百万円、四半期純利益23百万円となり、当第２四半期連結会計期間におきま

しては増収増益となりました。

 

(2)　財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は24億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億26百

万円減少いたしました。流動資産は14億24百万円となり、15百万円減少しました。その主な要因は、受取手

形の減少96百万円等であります。固定資産は９億82百万円となり、１億11百万円減少しました。その主な

要因は減損損失52百万円等であります。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計額は20億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ88

百万円減少いたしました。主な要因は退職給付引当金の減少１億３百万円等であります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は３億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ38

百万円減少いたしました。主な要因は第２四半期連結累計期間における四半期純損失等の計上41百万円

であります。その結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の14.4%から13.6%となりました。
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(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は４億97百万円と

前連結会計年度末と比べ31百万円の減少となりました。

なお、当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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)

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金は81百万円の収入（前年同四半期は13百万

円の支出）となりました。

これは税金等調整前四半期純利益26百万円の計上と減価償却費38百万円及びのれん償却額４百万円

計上に、売上債権の減少50百万円等の資金の増加に対して、たな卸資産の増加12百万円、仕入債務の減

少３百万円等の資金の支出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)

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金は６百万円の支出（前年同四半期は54百万

円の収入）となりました。

これは主に投資有価証券売却による収入３百万円の資金の増加に、有形固定資産の取得１百万円、無

形固定資産の取得８百万円等による資金の支出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)

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金は52百万円の支出（前年同四半期は11百万

円の支出）となりました

これは長期借入金の借入による収入79百万円に対して、長期借入金の返済による支出１億８百万円

があったことによるものであります
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(5)　研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は２百万円であります。

 

(6)　事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消

  し、又は改善するための対策

当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消するため、対応

策として前連結会計年度末に策定した事業再構築計画を継続的に実施中であり、また東京プリンティン

グセンターでの加工内製化率向上と高品位印刷「The Favorite」の拡販活動を実施しております。

さらに、平成22年10月からは生産コスト管理の強化と印刷業総合管理システムの本格稼動による管理

部門の合理化を進め、また技術本部を新たに組織し付加価値の高い商品を開発していきます。これにより

収益性の改善と低コスト体質への転換を図り、継続的に安定した経営を目指します。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,392,00013,392,000
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数は、1,000株で　　あ
ります

計 13,392,00013,392,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年９月30日 ― 13,392 ― 1,928,959 ― 180,000
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(6) 【大株主の状況】

平成22年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社帆風 東京都新宿区下宮比町２－29 5,070 37.85

鈴木  隆一 千葉県松戸市 888 6.63

株式会社片山 兵庫県神戸市灘区青谷町四丁目８－15 614 4.58

新日本カレンダー株式会社 大阪府大阪市東成区中道三丁目８－11 500 3.73

松井  勝美 京都府宇治市 500 3.73

片山  英彦 兵庫県神戸市灘区 469 3.50

大日本スクリーン製造株式会社
京都府京都市上京区堀川通
寺之内上る四丁目天神北町１－１

408 3.04

勝倉  準之助 大阪府堺市東区 210 1.56

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 170 1.27

山本　登志和 兵庫県神戸市垂水区 92 0.68

計 ― 8,921 66.61

(注)  当社の保有する自己株式319,386株は（2.38%）は上記の表には含まれておりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  319,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
12,970,000

12,970 ―

単元未満株式
普通株式

103,000
― ―

発行済株式総数 13,392,000― ―

総株主の議決権 ― 12,970 ―

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社光陽社

大阪市中央区谷町四丁目
７番11号

319,000 ― 319,000 2.38

計 ― 319,000 ― 319,000 2.38

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月

平成22年
５月

平成22年
６月

平成22年
７月

平成22年
８月

平成22年
９月

最高(円) 43 40 40 36 32 42

最低(円) 38 33 37 29 27 28

(注)　最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、霞が関監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,189 538,898

受取手形 138,786 235,513

売掛金 576,469 571,175

商品 11,280 9,193

仕掛品 64,692 45,718

原材料及び貯蔵品 21,831 22,877

その他 113,697 34,625

貸倒引当金 △8,988 △17,176

流動資産合計 1,424,958 1,440,826

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 171,448

※1
 190,519

機械及び装置（純額） ※1
 382,949

※1
 440,553

車両運搬具（純額） ※1
 188

※1
 224

土地 207,105 244,225

リース資産（純額） ※1
 12,813

※1
 15,293

その他（純額） ※1
 14,439

※1
 16,525

有形固定資産合計 788,944 907,341

無形固定資産

のれん 57,969 66,453

その他 50,296 46,298

無形固定資産合計 108,266 112,752

投資その他の資産

投資有価証券 4,727 9,139

破産更生債権等 10,229 11,547

差入保証金 42,048 25,130

その他 37,508 37,649

貸倒引当金 △9,313 △10,120

投資その他の資産合計 85,201 73,345

固定資産合計 982,411 1,093,439

資産合計 2,407,370 2,534,265
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 297,423 289,800

買掛金 173,426 179,544

短期借入金 ※3
 147,210

※3
 176,686

リース債務 5,242 5,080

未払金 70,056 63,567

未払法人税等 10,490 18,397

事業構造改善引当金 － 38,619

その他 144,163 79,929

流動負債合計 848,012 851,625

固定負債

長期借入金 ※3
 730,106

※3
 688,656

長期未払金 105,493 117,515

リース債務 8,963 11,624

退職給付引当金 386,987 490,731

その他 687 8,590

固定負債合計 1,232,238 1,317,117

負債合計 2,080,250 2,168,743

純資産の部

株主資本

資本金 1,928,959 1,928,959

資本剰余金 180,000 180,000

利益剰余金 △1,745,197 △1,703,854

自己株式 △35,182 △35,159

株主資本合計 328,579 369,945

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,459 △4,423

評価・換算差額等合計 △1,459 △4,423

純資産合計 327,119 365,522

負債純資産合計 2,407,370 2,534,265
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　　(2)【四半期連結損益計算書】
　　　　【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 1,826,001 1,850,265

売上原価 1,454,078 1,388,039

売上総利益 371,923 462,225

販売費及び一般管理費 ※
 492,197

※
 435,082

営業利益又は営業損失（△） △120,274 27,143

営業外収益

受取利息 63 69

受取配当金 183 275

持分法による投資利益 5,248 －

作業くず売却益 － 6,148

受取賃貸料 － 1,512

その他 5,939 2,959

営業外収益合計 11,435 10,964

営業外費用

支払利息 6,888 14,585

支払補償費 3,938 6,298

その他 2,569 3,441

営業外費用合計 13,396 24,325

経常利益又は経常損失（△） △122,235 13,782

特別利益

固定資産売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 14,866 8,185

賞与引当金戻入額 1,693 －

特別利益合計 16,710 8,185

特別損失

固定資産除却損 － 459

減損損失 － 52,551

事業構造改善費用 3,135 －

その他 106 3,687

特別損失合計 3,241 56,698

税金等調整前四半期純損失（△） △108,766 △34,730

法人税、住民税及び事業税 6,610 6,613

法人税等合計 6,610 6,613

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △41,343

四半期純損失（△） △115,377 △41,343
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　　【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 887,732 957,481

売上原価 703,651 711,403

売上総利益 184,081 246,078

販売費及び一般管理費 ※
 238,934

※
 212,776

営業利益又は営業損失（△） △54,853 33,301

営業外収益

受取利息 36 27

受取配当金 － 30

受取賃貸料 － 753

持分法による投資利益 2,285 －

作業くず売却益 － 3,464

その他 3,031 2,038

営業外収益合計 5,353 6,314

営業外費用

支払利息 4,173 7,327

支払補償費 2,510 3,356

その他 1,461 1,951

営業外費用合計 8,145 12,635

経常利益又は経常損失（△） △57,645 26,981

特別利益

固定資産売却益 150 －

貸倒引当金戻入額 1,727 △268

賞与引当金戻入額 1,693 －

特別利益合計 3,571 △268

特別損失

固定資産除却損 － 13

投資有価証券売却損 － 3,679

投資有価証券評価損 － △3,651

事業構造改善費用 2,793 －

特別損失合計 2,793 41

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△56,867 26,671

法人税、住民税及び事業税 3,302 3,305

法人税等合計 3,302 3,305

少数株主損益調整前四半期純利益 － 23,365

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,170 23,365
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　　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △108,766 △34,730

減価償却費 37,141 76,361

減損損失 － 52,551

のれん償却額 8,483 8,483

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,465 △8,994

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,330 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,559 △103,743

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △31,056 △38,619

受取利息及び受取配当金 △247 △345

支払利息 6,888 14,585

為替差損益（△は益） 4 10

持分法による投資損益（△は益） △5,248 －

有形固定資産売却損益（△は益） △150 －

有形固定資産除却損 4,414 459

投資有価証券売却損益（△は益） － 3,679

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

会員権売却損益（△は益） 106 －

売上債権の増減額（△は増加） 75,899 92,749

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,749 △20,015

仕入債務の増減額（△は減少） △83,946 1,505

その他 44,734 △15,926

小計 △90,349 28,019

利息及び配当金の受取額 246 345

利息の支払額 △6,995 △14,758

法人税等の支払額 △14,697 △13,228

営業活動によるキャッシュ・フロー △111,796 377

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 △300 －

定期預金の払戻による収入 300 600

有形固定資産の取得による支出 △1,572 △7,315

有形固定資産の売却による収入 1,688 －

投資有価証券の売却による収入 － 3,688

無形固定資産の取得による支出 △288 △8,759

長期貸付けによる支出 － △600

会員権の売却による収入 200 －

差入保証金の差入による支出 △245 △18,030

差入保証金の回収による収入 53,973 1,129

その他 △26 10

投資活動によるキャッシュ・フロー 53,730 △29,279
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △15,650

長期借入れによる収入 350,000 234,501

長期借入金の返済による支出 △49,433 △206,877

自己株式の取得による支出 △80 △23

自己株式の売却による収入 27 －

リース債務の返済による支出 △2,337 △2,499

割賦債務の返済による支出 △2,841 △11,649

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,334 △2,198

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 237,263 △31,109

現金及び現金同等物の期首残高 423,919 528,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 661,183

※
 497,189
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

当社グループは、前連結会計年度まで４期連続して営業損失を計上し、また３期連続して営業キャッ

シュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しております。

当社グループはこのような状況を解消すべく、前連結会計年度末に事業再構築計画への追加施策と

して、イ.生産設備の集約　ロ.管理部門の集約　ハ.人員削減　ニ.仕入れ及び外注管理の強化　ホ.営業支

援部門の強化を実施しております。

また、当該施策のより高い効果を発生させる為に、前連結会計年度に立ち上げました東京プリンティ

ングセンター（高島平工場内）での内製加工の充実を図るために更なる人員の再配置を行うと共に、

前連結会計年度に商標登録いたしました高品位印刷「The Favorite」の宣伝活動のために各種展示会

へ積極的に出展をし好評を得てまいりました。

一連の施策実施により業績は回復基調に向かっておりますが、前連結会計年度より続いております

印刷市場の厳しい価格競争により今後も予断を許さない不安定な状態が続くものと予想されます。ま

た、金融機関からの借入金には財務制限条項が付されたものが含まれており、当該条項に抵触した場合

には借入金の全額又は一部を一括返済しなければならなくなる可能性があります。これらの状況から、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用

により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた、「作業くず売却益」は、営業外

収益総額の100の20を超えた為、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２

四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業くず売却益」は1,640千円であります。

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用

により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた、「作業くず売却益」は、営業外

収益総額の100の20を超えた為、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２

四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業くず売却益」は971千円であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１  棚卸資産の評価方法 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

２  固定資産の減価償却費の算

定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は1,294,848千円で
あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は1,237,241千円で
あります。

　２　受取手形割引高は122,649千円であります。 　２　受取手形割引高は97,101千円であります。

※３　財務制限条項等
　　　当社の借入金の内、株式会社日本政策金融公庫から借

入れた450,800千円（短期借入金59,520千円、長期
借入金391,280千円）には財務制限条項が付され
ており、下記のいずれかに該当した場合には日本
政策金融公庫に対し該当する借入金額を全額又は
一部返済することがあります。

　　（条項）
・当社の純資産額が事業年度末に365,300千円以
下となったとき。
・日本政策金融公庫の書面による事前承認なし
に、当社が第三者に対して貸付け、出資、保証を
行ったとき。
 

　　
 

 
 

※３　財務制限条項等
　　　当社の借入金の内、株式会社日本政策金融公庫から借

入れた480,560千円（短期借入金59,250千円、長期
借入金421,040千円）には財務制限条項が付され
ており、下記のいずれかに該当した場合には日本
政策金融公庫に対し該当する借入金額を全額又は
一部返済することがあります。

　　（条項）
・当社の純資産額が事業年度末に591,200千円以
下となったとき。（注）
・日本政策金融公庫の書面による事前承認なし
に、当社が第三者に対して貸付け、出資、保証を
行ったとき。
 

　　（注）重要な後発事象に記載のとおり、平成22年６月
10日付で財務制限条項の変更契約を締結し、条項
の純資産額は、365,300千円に変更されておりま
す。
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

　

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 227,419千円

役員報酬 23,160千円

福利厚生費 47,626千円

退職給付引当金繰入額 19,847千円

賞与引当金繰入額 15,835千円

減価償却費 6,574千円

のれん償却額 8,483千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 211,942千円

役員報酬 22,432千円

福利厚生費 44,447千円

退職給付引当金繰入額 14,292千円

減価償却費 5,358千円

のれん償却額 8,483千円

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 110,977千円

役員報酬 11,568千円

福利厚生費 22,525千円

退職給付引当金繰入額 9,923千円

賞与引当金繰入額 8,385千円

減価償却費 3,408千円

のれん償却額 4,241千円

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 101,917千円

役員報酬 11,166千円

福利厚生費 20,763千円

退職給付引当金繰入額 6,924千円

減価償却費 2,336千円

のれん償却額 4,241千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在)

現金及び預金 671,783千円

預入期間が３か月超の定期預金 △10,600千円

現金及び現金同等物 661,183千円

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金及び預金 507,189千円

預入期間が３か月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 497,189千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日  

至  平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,392,000

　

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 319,386

　

　

３  新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

当社グループは印刷にかかる写真製版なら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、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

当社グループは印刷にかかる写真製版なら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、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、記

載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

当社グループは印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 25.02円
　

　 　

　 27.96円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 327,119 365,522

普通株式に係る純資産額(千円) 327,119 365,522

普通株式の発行済株式数(千株) 13,392 13,392

普通株式の自己株式数(千株) 319 318

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株) 13,073 13,073

　
２  １株当たり四半期純利益金額及び四半期純損失金額（△）等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △8.82円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純損失金額（△） △3.16円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注)  １  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ２  当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ３  １株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は以下のとおりであります。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △115,377 △41,343

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △115,377 △41,343

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,075 13,072
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △4.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期純損失金額 ―
　

１株当たり四半期純利益金額 1.79円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注)  １  前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 ２  当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

 ３  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）(千円)

△60,170 23,365

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）(千円)

△60,170 23,365

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,075 13,072

　
　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月12日

株式会社  光陽社

取締役会  御中

霞 が 関 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    森  田        義      印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    笹  川    敏  幸      印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社光陽社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続によ

り行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光陽社及び連結子会社の平成21

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

1 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度において３期連続して営業損失を

計上し、また、２期連続して営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に関する

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に

記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な不確実性の影響

は四半期連結財務諸表に反映されていない。

2 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成21年10月１日付でペルフェクト株式会社の株式を取得し子

会社化した。また、併せて同社で使用している印刷設備の購入及びその設備資金の借入を実行した。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社　光陽社

取締役会  御中

霞が関監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士      森　田　　　義 　   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    　笹　川　　敏　幸    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社光陽社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光陽社及び連結子会社の平成22年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度において４期連続して営業損失を計

上し、また、３期連続して営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され

ている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な不確実性の影響は四半期連

結財務諸表に反映していない。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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