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1.  平成26年1月期第2四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

26年1月期第2四半期 1,258 6.4 4 △56.4 6 △24.4 3 △48.1

25年1月期第2四半期 1,182 ― 9 ― 9 ― 7 ―

（注）包括利益 26年1月期第2四半期 7百万円 （△12.5％） 25年1月期第2四半期 8百万円 （―％）

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

26年1月期第2四半期 1.02 ―

25年1月期第2四半期 1.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年1月期第2四半期 1,996 1,422 71.3 379.63
25年1月期 1,919 1,424 74.2 380.14

（参考） 自己資本   26年1月期第2四半期  1,422百万円 25年1月期  1,424百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

25年1月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
26年1月期 ― 0.00

26年1月期（予想） ― 3.50 3.50

3. 平成26年 1月期の連結業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 2,500 7.8 40 ― 40 ― 32 300.0 8.53



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無になります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結
財務諸表に対する四半期レビューは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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きましては、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年1月期2Q 3,960,000 株 25年1月期 3,960,000 株

② 期末自己株式数 26年1月期2Q 213,226 株 25年1月期 212,391 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期2Q 3,747,175 株 25年1月期2Q 3,747,876 株



   

   

○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）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  4

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  4

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  4

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………  5

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  6

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（６）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

㈱光彩工芸　（7878）　平成26年1月期　第2四半期決算短信　〔日本基準〕　（連結）

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末に発足した新政権による経済政策のもと、円安・株高

を背景とした回復基調が続いております。 

 しかしながら、債務危機問題の長期化により欧州経済は依然として低迷しており、また、中国をはじめとする新

興国の経済成長も減速するなど、経営環境は引き続き厳しいものとなっております。 

 宝飾業界におきましても、一部の高額品については需要回復が見られるものの、市場全体の需要は未だ低迷を続

けております。 

  このような状況のもと、当社は当第２四半期連結累計期間後半の地金相場急落に伴う低価法評価損の計上や販売

価格の下落の影響を受けつつも、定番商品の安定受注などにより売上高は増収となり、営業利益、経常利益及び四

半期純利益においても黒字を確保することができました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間における当社の業績は、売上高1,258百万円（前年同四半期比6.4％

増）、経常利益６百万円（前年同四半期比24.4％減）、四半期純利益は３百万円（前年同四半期比48.1％減）とな

りました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計期間年度末と比べ76百万円増の1,996百万円となりまし

た。主な変動は、現金及び預金の増加101百万円、たな卸資産の減少37百万円等によるものです。 

  当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計期間年度末と比べ78百万円増の573百万円となりました。主

な変動は、短期借入金の増加90百万円等によるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計期間年度末と比べ２百万円減の1,422百万円となりまし

た。主な変動は、利益剰余金の減少５百万円等によるものです。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月19日発表「平成25年１月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において発表した通期の連結業績予想

に変更ありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理）  

①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、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。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化

が認められた場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

③一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第２四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)   

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年２月1日以降に取得した有形固定  

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 441,204 542,565

受取手形及び売掛金 354,596 360,308

たな卸資産 650,293 612,345

その他 5,074 14,088

貸倒引当金 △348 △355

流動資産合計 1,450,820 1,528,951

固定資産   

有形固定資産 345,914 334,455

無形固定資産 3,483 2,757

投資その他の資産 107,682 119,879

固定資産合計 457,080 457,091

繰延資産 11,752 10,112

資産合計 1,919,652 1,996,155

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,613 21,801

短期借入金 230,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 30,024 30,024

未払法人税等 6,970 4,516

その他 62,393 83,056

流動負債合計 368,001 459,398

固定負債   

長期借入金 70,742 55,730

退職給付引当金 29,380 30,380

役員退職慰労引当金 21,475 22,325

その他 5,426 5,933

固定負債合計 127,023 114,368

負債合計 495,024 573,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 602,150 602,150

資本剰余金 509,290 509,290

利益剰余金 338,310 332,762

自己株式 △29,987 △30,124

株主資本合計 1,419,763 1,414,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,335 3,861

為替換算調整勘定 2,529 4,448

その他の包括利益累計額合計 4,865 8,310

純資産合計 1,424,628 1,422,388

負債純資産合計 1,919,652 1,996,155
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 1,182,410 1,258,227

売上原価 999,399 1,080,158

売上総利益 183,011 178,069

販売費及び一般管理費 173,554 173,948

営業利益 9,456 4,121

営業外収益   

受取配当金 460 296

為替差益 － 2,799

受取地代家賃 917 922

その他 445 364

営業外収益合計 1,823 4,381

営業外費用   

支払利息 1,711 1,665

その他 526 2

営業外費用合計 2,237 1,668

経常利益 9,042 6,834

税金等調整前四半期純利益 9,042 6,834

法人税、住民税及び事業税 1,677 3,013

法人税等合計 1,677 3,013

少数株主損益調整前四半期純利益 7,365 3,821

四半期純利益 7,365 3,821

㈱光彩工芸　（7878）　平成26年1月期　第2四半期決算短信　〔日本基準〕　（連結）

-4-



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,365 3,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 317 1,526

為替換算調整勘定 619 1,918

その他の包括利益合計 937 3,445

四半期包括利益 8,302 7,266

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,302 7,266

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31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利益 9,042 6,834

減価償却費 15,435 18,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,000 1,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,000 850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,187 6

受取利息及び受取配当金 △489 △383

支払利息 1,711 1,665

為替差損益（△は益） 526 △2,799

売上債権の増減額（△は増加） 67,032 △4,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,792 39,520

仕入債務の増減額（△は減少） △6,070 △18,009

未払債務の増減額（△は減少） △17,136 14,823

未払又は未収消費税等の増減額 7,321 149

破産更生債権等の増減額（△は増加） 129 －

長期前払費用の増減額（△は増加） － △5,528

その他 △2,160 △6,991

小計 66,360 45,298

利息及び配当金の受取額 507 396

利息の支払額 △1,703 △1,720

法人税等の支払額 △3,297 △4,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,867 39,558

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 △9,036 △9,036

有形固定資産の取得による支出 △25,606 △1,842

その他 △7,524 △3,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,166 △14,222

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 90,000

長期借入金の返済による支出 △15,012 △15,012

自己株式の取得による支出 － △137

リース債務の返済による支出 － △531

配当金の支払額 △9,369 △9,369

その他 5,317 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,064 64,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 135 2,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 772 92,324

現金及び現金同等物の期首残高 397,440 288,947

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

29,297 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 427,510 381,271
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

当第２四半期連結累計期間（自平成25年２月１日 至平成25年７月31日）   

１．報告セグメントの決定方法 

 当社の事業セグメントは、当社の事業単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主にリング・ペンダント等のジュエリーアクセサリー工程を取り扱うジュエリー事業部と、イヤリ

ングパーツ・クラスプ等の半製品工程を取り扱うジュエリーパーツ事業部の２つの事業セグメントから構成さ

れております。 

 しかし、当社の事業セグメントはいずれも貴金属製品として、その経済的特長、製品の製造及び販売方法、

対象とする市場及び顧客等は概ね類似するため、これらを集約し「ジュエリー事業」を単一の報告セグメント

としております。 

  

２．各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

 「ジュエリー事業」において、ジュエリーアクセサリーやイヤリングパーツ等の半製品を製造・販売してお

ります。 

  

 当社は、「ジュエリー事業」の単一セグメントであるため、その他のセグメント情報の記載を省略しており

ます。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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