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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41期
第１四半期
連結累計期間

第42期
第１四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 1,112,536 1,377,274 5,789,946

経常利益又は経常損失（△） (千円) △137,975 76,568 △221,802

四半期（当期）純損失（△） (千円) △142,731 △11,489 △216,715

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △168,763 △4,261 △287,265

純資産額 (千円) 6,584,605 6,358,248 6,466,048

総資産額 (千円) 8,599,700 8,304,885 8,461,131

１株当たり四半期（当期）
純損失金額（△）

(円) △20.68 △1.67 △31.41

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 (％) 76.6 76.6 76.4

(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41期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．第41期第１四半期連結累計期間、第42期第１四半期連結累計期間及び第41期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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

事業の内容について、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により一時的に生産活動が落ち

込んだものの、製造業の生産再開やサプライチェーンの復旧も想定以上のスピードで持ち直しまし

た。一方、大震災が個人のライフスタイルへも影響し消費が伸び悩み、また電力供給不足の懸念が払

拭できないことから、先行き不透明感は継続しています。また、欧州の財政不安によるユーロ安、さら

に米国の景気減速感および連邦債務上限問題による米ドル安が進み、急速な円高進行が経済活動に

大きな影響を与えかねない状況にあります。

　このような経済環境下、当社は経営の効率化を念頭に、固定費の削減を含めた経営体質の改善を図

りました。東日本大震災の影響から省電力意識の向上もあり、節電対応のための当社製品売上げは、

照明関連製品を中心として堅調に推移いたしました。

こうした結果、売上高は、1,377,274千円と前年同四半期と比べ264,737千円（23.8％）の増収とな

り、営業利益は101,475千円と前年同四半期と比べ242,673千円（前年同四半期は141,197千円の営業

損失）の増益となりました。また、経常利益は、為替差損が影響したものの、76,568千円と前年同四半

期と比べ214,544千円（前年同四半期は137,975千円の経常損失）の増益となりました。四半期純損

失は、早期割増退職金及び株式交換関連費用の計上がありましたが、11,489千円と前年同四半期と比

べ131,242千円（前年同四半期は142,731千円の四半期純損失）の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　自動販売機関連

当社グループの主力製品の販売先であります自動販売機業界におきましては、依然として新規投

資は抑制される状況の中、LED照明への置換えが進み売上に貢献した結果、売上高は605,576千円（前

年同四半期は598,055千円）、セグメント損失は19,587千円（前年同四半期は52,451千円のセグメン

ト損失）となりました。

EDINET提出書類

株式会社光波(E02041)

四半期報告書

 3/19



　

②　アミューズメント関連

アミューズメント向けを中心とするデバイス製品では、売上高は217,816千円（前年同四半期は

74,996千円）と大きく伸長し、セグメント利益は12,497千円（前年同四半期は38,324千円のセグメ

ント損失）となりました。

③　照明関連

照明関連製品は、東日本大震災の影響による電力の逼迫に伴う節電対応製品としてのLED照明への

追い風を受け、売上高は284,304千円（前年同四半期は139,826千円）と大きく伸長しましたが、海外

勢を含め新規参入が相次ぎ価格競争が激化したことが影響し、セグメント損失は19,226千円（前年

同四半期は33,750千円のセグメント損失）となりました。

④　表示器関連

表示器その他製品の売上高は269,576千円（前年同四半期は299,658千円）と前期よりも微減した

ものの、セグメント利益は38,022千円（前年同四半期は30,194千円のセグメント利益）となりまし

た。

　

（２）財政状態の分析

①　資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、2.6％減少し、5,730,771千円となりました。これは主と

して、現金及び預金が210,820千円減少したことによるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.2％減少し、2,574,114千円となりました。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、1.8％減少し、8,304,885千円となりました。

②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、0.3％増加し、1,613,883千円となりました。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、13.7％減少し、332,753千円となりました。これは主とし

て、退職金の支払等により退職給付引当金が36,394千円減少したことによるものです。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、2.4％減少し、1,946,637千円となりました。

③　純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1.7％減少し、6,358,248千円となりました。これは主

として、四半期純損失の計上及び剰余金の配当により利益剰余金が114,991千円減少したことによ

るものです。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は112,495千円であります。
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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 26,000,000

計 26,000,000

　

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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月11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 6,908,350 6,900,072
大阪証券取引所
JASDAQ

（スタンダード）

単元株式数は
100株であります。

計 6,908,350 6,900,072 ― ―

(注) 平成23年７月27日をもって、当社株式は大阪証券取引所JASDAQ市場を上場廃止となっております。

　

(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
(株)

発行済株式
総数残高
(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23年６月30日 ― 6,908,350 ― 3,331,726 ― 3,287,362

(注)　平成23年８月１日をもって、当社が保有する自己株式8,278株を消却し、これに伴い発行済株式総数が同数減少し

ております。
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(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。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年６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　　　8,200

―
権利内容に何ら制限のない標準とな
る株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　6,899,400 68,994 同上

単元未満株式 普通株式　　　　750 ― 同上

発行済株式総数 6,908,350 ― ―

総株主の議決権 ― 68,994 ―

(注)  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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23年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年６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)
株式会社光波

東京都練馬区向山
二丁目６番８号

8,200 ― 8,200 0.12

計 ― 8,200 ― 8,200 0.12

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社光波(E02041)

四半期報告書

 6/19



第４ 【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。

　

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１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 863,005 652,185

受取手形及び売掛金 2,067,630 1,968,603

商品及び製品 775,182 770,144

仕掛品 76,642 117,207

原材料及び貯蔵品 612,072 750,344

繰延税金資産 123,079 123,011

関係会社短期貸付金 1,200,000 1,200,000

その他 167,314 151,643

貸倒引当金 △2,165 △2,368

流動資産合計 5,882,761 5,730,771

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 621,977

※1
 610,887

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 223,861

※1
 217,867

土地 ※1
 890,087

※1
 890,087

リース資産（純額） 15,656 13,714

建設仮勘定 1,149 5,439

その他（純額） 73,638 73,535

有形固定資産合計 1,826,370 1,811,532

無形固定資産 12,220 11,466

投資その他の資産

投資有価証券 173,632 192,681

繰延税金資産 184,263 179,015

その他 409,561 405,337

貸倒引当金 △27,679 △25,919

投資その他の資産合計 739,778 751,115

固定資産合計 2,578,369 2,574,114

資産合計 8,461,131 8,304,885
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,003,949 968,946

短期借入金 ※2
 345,300

※2
 335,960

未払法人税等 20,622 6,942

賞与引当金 65,183 41,809

その他 174,609 260,224

流動負債合計 1,609,664 1,613,883

固定負債

退職給付引当金 316,000 279,606

その他 69,417 53,147

固定負債合計 385,418 332,753

負債合計 1,995,083 1,946,637

純資産の部

株主資本

資本金 3,331,726 3,331,726

資本剰余金 3,287,362 3,287,362

利益剰余金 76,414 △38,577

自己株式 △10,750 △10,786

株主資本合計 6,684,752 6,569,724

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,632 27,040

為替換算調整勘定 △235,336 △238,516

その他の包括利益累計額合計 △218,704 △211,476

純資産合計 6,466,048 6,358,248

負債純資産合計 8,461,131 8,304,885
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 1,112,536 1,377,274

売上原価 923,427 935,414

売上総利益 189,109 441,859

販売費及び一般管理費 330,307 340,384

営業利益又は営業損失（△） △141,197 101,475

営業外収益

受取利息 41 3,261

受取配当金 308 1,707

為替差益 4,943 －

不動産賃貸料 2,412 2,044

その他 1,123 1,327

営業外収益合計 8,829 8,341

営業外費用

支払利息 1,296 1,210

売上割引 2,702 2,036

為替差損 － 27,950

その他 1,608 2,051

営業外費用合計 5,607 33,247

経常利益又は経常損失（△） △137,975 76,568

特別利益

固定資産売却益 358 －

貸倒引当金戻入額 3,326 －

特別利益合計 3,685 －

特別損失

固定資産除却損 130 149

早期割増退職金 － 51,848

株式交換関連費用 － 31,646

特別損失合計 130 83,643

税金等調整前四半期純損失（△） △134,421 △7,074

法人税、住民税及び事業税 4,528 6,242

過年度法人税等 5,546 －

法人税等調整額 △1,764 △1,827

法人税等合計 8,310 4,414

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △142,731 △11,489

四半期純損失（△） △142,731 △11,489
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △142,731 △11,489

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △29,359 10,408

為替換算調整勘定 3,327 △3,179

その他の包括利益合計 △26,031 7,228

四半期包括利益 △168,763 △4,261

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △168,763 △4,261

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

【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１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・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（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１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

　 （自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

　 至　平成22年６月30日） 至　平成23年６月30日）

減価償却費 71,169千円 45,837千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．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22年５月11日
決算取締役会

普通株式 103,504 15.00平成22年３月31日 平成22年６月11日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．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23年５月10日
決算取締役会

普通株式 103,501 15.00平成23年３月31日 平成23年６月10日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 （単位：千円）

　

報告セグメント

合計
自動販売機
関連

アミューズ
メント関連

照明関連 表示器関連

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 598,055 74,996 139,826299,6581,112,536

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 598,055 74,996 139,826299,6581,112,536

セグメント利益又は損失（△） △52,451△38,324△33,750 30,194△94,331

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △94,331

棚卸資産の調整額 △28,361

有形固定資産の調整額 △7,152

その他の調整額 △11,353

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △141,197

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 （単位：千円）

　

報告セグメント

合計
自動販売機
関連

アミューズ
メント関連

照明関連 表示器関連

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 605,576217,816284,304269,5761,377,274

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 605,576217,816284,304269,5761,377,274

セグメント利益又は損失（△） △19,587 12,497△19,226 38,022 11,705

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 11,705

棚卸資産の調整額 59,878

有形固定資産の調整額 △6,463

その他の調整額 36,354

四半期連結損益計算書の営業利益 101,475

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

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。

　

(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。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △20円68銭 △1円67銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純損失（千円） △142,731 △11,489

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） △142,731 △11,489

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,900 6,900

（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、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成23年５月10日開催の取締役会において、平成23年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次の

とおり期末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 103,501千円

②　１株当たりの金額 15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年６月10日
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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23年８月８日

株式会社光波

取締役会  御中

　

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　齊　藤　浩　司　　印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　間　久　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
会社光波の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成23
年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６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、四半期連結包
括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結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
い四半期連結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、株式会社光波及び連結子会社の平成23年６月
30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結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。
　
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  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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