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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】

回次
第50期

第１四半期
累計期間

第51期
第１四半期
累計期間

第50期

会計期間
自　平成28年２月１日
至　平成28年４月30日

自　平成29年２月１日
至　平成29年４月30日

自　平成28年２月１日
至　平成29年１月31日

売上高 （千円） 514,902 494,425 1,979,900

経常利益又は経常損失（△） （千円） △5,789 △14,297 2,990

四半期純損失(△)又は当期純利益 （千円） △6,606 △15,827 2,195

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 602,150 602,150 602,150

発行済株式総数 （株） 3,960,000 3,960,000 3,960,000

純資産額 （千円） 1,157,060 1,134,448 1,165,162

総資産額 （千円） 1,857,221 1,781,868 1,799,655

１株当たり四半期純損失金額(△)

または１株当たり当期純利益
（円） △1.76 △4.23 0.59

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 4.00

自己資本比率 （％） 62.3 63.7 64.7

　　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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、消費税等は含んでおりません。

 ３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。

 

２【事業の内容】

　　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、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も重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

   　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善傾向が継続したものの、世界経済にお

いては中国を始めとする新興国経済の減速、英国のＥＵ離脱問題及び米国の政権交代による経済の不安定化など、

不透明な状況で推移しております。

　当業界におきましても、依然として個人消費の本格的な回復には至らず、市場環境は依然として厳しい状況が続

いております。

 

　当社におきましては、そのような状況のなか、前期より効果が出始めている事業構造改革プロジェクトに引き続

き全社一丸となって取り組んでおります。

 

　業界の最大需要期(当社の下半期にあたる９月～１月)での受注獲得に向け、期初より営業体制の強化、技術開

発、特許など知的財産の申請取得、販売促進などに積極的に取り組みました。また堅調に受注顧客数を増やしてい

る新商品の繁忙期対応に向けて、設備投資と生産要員の増員も積極的に進めております。

 

　以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高494百万円(前年同期比4.0％減)、営業損失11百万円(前年

同期は営業損失３百万円)、経常損失14百万円(前年同期は経常損失５百万円)、四半期純損失15百万円(前年同期は

四半期純損失６百万円)となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ17百万円減の1,781百万円となりました。主な変動

は、たな卸資産の減少24百万円等によるものです。

　当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ12百万円増の647百万円となりました。主な変動は、支

払手形及び買掛金の増加9百万円等によるものです。

　当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ30百万円減の1,134百万円となりました。主な変動

は、利益剰余金の減少30百万円等によるものです。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【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 13,000,000

計 13,000,000

(注) 平成29年４月27日開催の第50期定時株主総会において、株主併合の効力発生日(平成29年８月１日)をもって、発

行可能株式総数を13,000,000株から1,584,000株に変更する定款の一部変更が承認可決されております。

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年６月13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 3,960,000 3,960,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は

1,000株であり

ます。

計 3,960,000 3,960,000 － －

(注) 平成29年４月27日開催の第50期定時株主総会において、当社普通株式について10株を１株の割合で併合する旨、

及び株式併合の効力発生日(平成29年８月１日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款の一部

変更が承認可決されております。

 

（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29年２月１日～

平成29年４月30日
－ 3,960 － 602,150 － 409,290

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年１月31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） 普通株式　　216,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　3,734,000 3,734 －

単元未満株式 普通株式　　 10,000 － －

発行済株式総数 3,960,000 － －

総株主の議決権 － 3,734 －

 

 

②【自己株式等】

平成29年１月31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

（％）

株式会社光彩工芸
山梨県甲斐市

竜地3049番地
216,000 － 216,000 5.46

計 － 216,000 － 216,000 5.46

 

 

２【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）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、第１四半期会計期間（平成29年２月１日から平成29

年４月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年２月１日から平成29年４月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人ナカチによる四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第50期事業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優成監査法人

　第51期第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間　　　監査法人ナカチ

 

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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29年１月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年４月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,367 673,523

受取手形及び売掛金 237,092 240,600

たな卸資産 456,464 432,388

その他 10,036 21,029

貸倒引当金 △8,388 △8,598

流動資産合計 1,377,572 1,358,944

固定資産   

有形固定資産 277,477 278,001

無形固定資産 13,103 11,919

投資その他の資産   

投資有価証券 26,843 26,973

その他 154,563 155,935

貸倒引当金 △49,905 △49,905

投資その他の資産合計 131,501 133,003

固定資産合計 422,083 422,924

資産合計 1,799,655 1,781,868

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 97,289 106,408

短期借入金 320,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 35,208 35,208

その他 69,651 77,359

流動負債合計 522,148 538,976

固定負債   

長期借入金 63,680 57,462

役員退職慰労引当金 23,041 23,666

退職給付引当金 23,490 25,190

その他 2,133 2,125

固定負債合計 112,345 108,443

負債合計 634,493 647,420

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 80,201 49,399

自己株式 △30,847 △30,847

株主資本合計 1,160,794 1,129,991

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,368 4,456

評価・換算差額等合計 4,368 4,456

純資産合計 1,165,162 1,134,448

負債純資産合計 1,799,655 1,781,868
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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）

 
 前第１四半期累計期間
(自　平成28年２月１日
　至　平成28年４月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　平成29年２月１日
　至　平成29年４月30日)

売上高 514,902 494,425

売上原価 438,465 427,127

売上総利益 76,437 67,298

販売費及び一般管理費 79,493 78,431

営業損失（△） △3,056 △11,132

営業外収益   

受取地代家賃 406 401

その他 52 906

営業外収益合計 458 1,307

営業外費用   

支払利息 711 543

為替差損 2,480 928

支払補償費 - 3,000

営業外費用合計 3,191 4,472

経常損失（△） △5,789 △14,297

税引前四半期純損失（△） △5,789 △14,297

法人税、住民税及び事業税 816 1,529

法人税等合計 816 1,529

四半期純損失（△） △6,606 △15,827
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を

当第1四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

　　　　該当事項はありません。

 

（四半期損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

（自 平成28年２月１日
至 平成28年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成29年２月１日
至 平成29年４月30日）

減価償却費 6,356千円 6,177千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成28年２月１日　至　平成28年４月30日）

配当に関する事項

 　　配当金支払額

 
 決議

 
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年４月26日

定時株主総会
普通株式 14,980 4.0 平成28年１月31日 平成28年４月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成29年２月１日　至　平成29年４月30日）

配当に関する事項

 　　配当金支払額

 
 決議

 
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年４月27日

定時株主総会
普通株式 14,974 4.0 平成29年１月31日 平成29年４月28日 利益剰余金

 

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

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】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成28年２月１日 至平成28年４月30日）

　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。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成29年２月１日 至平成29年４月30日）

　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。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成28年２月１日
至　平成28年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年２月１日
至　平成29年４月30日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △1円76銭 △4円23銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額(△)（千円） △6,606 △15,827

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)（千円） △6,606 △15,827

普通株式の期中平均株式数（株） 3,745,065 3,743,705

（注）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。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

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29年６月13日

株式会社光彩工芸

取締役会　御中

 

監査法人ナカチ

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 藤代　孝久　　印

 

 
 
業務執行社員  公認会計士 家冨　義則　　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彩工

芸の平成29年２月１日から平成30年１月31日までの第51期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年２月１日から平成29

年４月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年２月１日から平成29年４月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光彩工芸の平成29年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績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。

 

その他の事項

　会社の平成29年１月31日をもって終了した前事業年度の第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間に係る四半期財務

諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監

査人は、当該四半期財務諸表に対して平成28年６月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対し

て平成29年４月27日付けで無限定適正意見を表明している。

 

利害関係

　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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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