
株主の皆様へ

代表取締役社長 二 瓶 春 樹
　平成25年11月

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお
礼申し上げます。当中間期における事業の概況ならびに
業績につきまして、ご報告申し上げます。
　当中間期のわが国経済は、政権交代に伴う大型景気対
策や金融緩和政策への期待感から景気回復の兆しが見ら
れますが、海外景気の下振れが引き続き景気を下押しす
るリスクとされ、先行き不透明な状況が残っています。
　印刷業界におきましては、得意先の経費削減による印刷
需要の減少、受注競争の激化による単価下落、出版市場の
縮小等に加え、用紙価格の引き上げや電気料金の値上げ等
もあり、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。
　当社はこのような情勢のもと、グループの総力を挙げ
て営業強化施策の実行に努める一方、プリプレス部門の
統合や生産管理機能の一元化によるコスト削減、品質の
維持向上、納期の短縮に取り組みました。当中間期の業績
は、印刷事業では新聞関連の売上減少がありましたが、自
動車メーカーの宣伝用印刷物や金融関係の伝票類の増加
により売上は 82億64 百万円（前年同期比 3.3％増）とな
りました。電子部品製造事業はタッチパネル製品の売上
が増加しましたが、得意先の生産調整もあり売上は 7 億
75百万円（同 32.5％増）となりました。不動産賃貸事業の
売上は1億 75 百万円（同 5.8％減）となりました。以上の
結果、当中間期の売上は 91億 38 百万円（同 5.0％増）と
なり、営業利益は 2億66百万円（同 30.9％増）、経常利益

は2億57 百万円（同25.0％増）、中間純利益は 1 億 31
百万円（同29.7％減）となりました。
　なお、当事業年度の中間配当は実施見送りとさせてい
ただいておりますが、期末配当は 1株につき10円とさせ
ていただく予定です。
　株主の皆様におかれましては、今後とも引き続き倍旧
のご支援とご鞭撻を賜りますよう、ひとえにお願い申し
上げます。



通期の連結業績は、売上高190億円、
営業利益 7億20百万円、経常利益 7億円、
当期純利益 4億円を見込んでおります。
また配当金につきましては、
1株当たり年10円とさせていただく予定です。
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連結計算書類

売上高 9,138 8,700
売上原価 7,559 7,224
売上総利益 1,579 1,476
販売費及び一般管理費 1,312 1,272
営業利益 266 203
営業外収益 57 67
営業外費用 66 65
経常利益 257 206
特別損失 37 5
税金等調整前中間純利益 219 200
法人税、住民税及び事業税 45 23
法人税等調整額 32 △ 16
少数株主損益調整前中間純利益 142 194
少数株主利益 10 6
中間純利益 131 187

科　目 前中間期当中間期
平成25年4月1日から
平成25年9月30日まで

平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで

資産の部
流動資産 7,135 7,527
固定資産 21,925 20,664
 有形固定資産 16,131 15,668
 無形固定資産 31 11
 投資その他の資産 5,762 4,984
資産合計 29,061 28,192

負債の部
流動負債 8,053 7,818
固定負債 3,235 2,914
負債合計 11,288 10,733
純資産の部
株主資本 16,318 16,505
 資本金 5,607 5,607
 資本剰余金 4,449 4,449
 利益剰余金 6,973 7,159
 自己株式 △ 712 △ 712
その他の包括利益累計額 1,314 822
少数株主持分 139 131
純資産合計 17,772 17,458
負債純資産合計 29,061 28,192

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 前期末当中間期
平成25年9月30日現在 平成25年3月31日現在

中間連結貸借対照表要旨 中間連結損益計算書要旨



営業品目

美術印刷 商業印刷 新聞印刷

電子部品ビジネスフォームデジタルコンテンツ

営業品目

光村印刷グループでは「MOVE ON ！」をコンセプトに掲げ、私たちの製品が
見た人の “心を動かす” 品質であること、“人を動かす” 力を秘めていること、
“未来を動かす” 可能性を持つことを信じて、日々のものづくりに励んでいます。



トピックス

平成26年当社カレンダー
「ウフィッツィ美術館所蔵品集」のご紹介

サンドロ・ボッティチェッリ『ヴィーナスの誕生』1484－86年頃 

平成26年の当社オリジナルカレンダーは、新
たなシリーズとして世界の美術館をテーマといた
します。新シリーズ最初のカレンダーは、近代式
の美術館としてヨーロッパ最古といわれる、イタ
リア・フィレンツェの「ウフィッツィ美術館」の
作品により展開いたします。ウフィッツィ美術館
は、メディチ家歴代の美術コレクションを収蔵し、
イタリア・ルネサンス絵画の宝庫といわれていま
す。展示物は 2,500 点にのぼり、古代ギリシア、
古代ローマ時代の彫刻から、ボッティチェッリ、
ダ・ビンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどイ
タリア・ルネサンスの巨匠の絵画を中心に、時代
ごとの絵画を系統的に所蔵しています。
カレンダーは 9月 30 日現在、1,000 株以上ご

所有の株主様に、12月中旬にお届けいたします。

第43回日本プロモーショナル・マーケティング
（ＪＰＭ）協会展が開催され、当社が制作した東宝
株式会社様の『映画ドラえもん のび太のひみつ
道具博

ミュージアム

物館』のスタンディ（立看板）が金賞を受賞
いたしました。
JPM 協会展は、店頭で使用されるセールス

プロモーション業界最大のコンペティションで、
コンセプト、流通・使用時点での配慮、デザイン・
加工技術、マーケティング効果、材料選定・製造
コストの５項目が審査基準となります。
今回の受賞作品は人気キャラクターとともに、

映画に登場するたくさんのアイテムが立体的に
浮かぶ楽しいデザインで、映画館では多くの来場
者の注目を集めました。

第43回 JPM協会展にて
金賞を受賞しました

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2013



1単元以上
5,483千株
16.30％

10単元以上
3,993千株
11.87％

100単元以上
7,510千株
22.33％

1,000単元以上
15,953千株
47.43％

1単元未満
26千株 0.08％

その他国内法人
15,734千株
46.78％

金融商品取引業者
193千株
0.57％

外国人
498千株
1.48％

自己株式
1,892千株
5.62％金融機関

5,827千株
17.32％

個人・その他
9,487千株
28.20％

所有数別分布状況

所有者別分布状況

500単元以上 666千株 1.98％
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三菱製紙株式会社 5,117 16.12
DIC 株式会社 4,570 14.39
株式会社読売新聞グループ本社 2,246 7.07
株式会社三菱東京UFJ 銀行 1,127 3.55
大日本スクリーン製造株式会社 1,000 3.15
株式会社十六銀行 666 2.09
三菱UFJリース株式会社 488 1.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 485 1.52
鈴木　繁 464 1.46
株式会社みずほ銀行 450 1.41

（注） １．

２．

当社は自己株式 1,892,716 株を保有しております。当該株式には議決権がないため、上記大株主から除
外しております。また持株比率についても、発行済株式の総数から自己株式を減じた株式数
（31,741,487 株）を基準として計算しております。
ＤＩＣ株式会社の所有株式は、同社が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであります。（株主
名簿上の名義は、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口 ･ＤＩＣ株式会社口）」であ
ります。）

持株比率（％）持株数（千株）株　主　名

株式の状況　 （平成25年9月30日現在）

大株主

株価の推移発行済株式総数　33,634,203 株
株　　主　　数　    　   3,061 名



会社概要　 （平成25年9月30日現在）

（注）   取締役紺道樹義氏は、社外取締役であります。 
監査役齋藤剛、牛島光夫の両氏は、社外監査役であります。
 取締役紺道樹義、監査役齋藤剛の両氏は、東京証券取引所
規則に定める独立役員であります。

商　　　号 光村印刷株式会社
創　　　業 明治34年10月20日
設　　　立 昭和11年12月21日
資 本 金  56 億 788 万円
従 業 員 729 名

事 業 所

本　　　社 〒 141-8567
 東京都品川区大崎一丁目 15 番 9 号
 電話：03-3492-1181（代表）

大 阪 支 店 〒 541-0056
 大阪市中央区久太郎町一丁目 3 番 9 号
 三菱紙販ビル７階
 電話：06-6266-5801

名古屋支店 〒 460-0003
 名古屋市中区錦三丁目７番９号
 太陽生命名古屋第２ビル６階
 電話：052-951-0621

川 越 工 場 〒 350-1165
 埼玉県川越市南台一丁目 1 番地 1
 電話：049-242-4025

草 加 工 場 〒 340-0013
 埼玉県草加市松江五丁目 2 番 31号
 電話：048-935-1201

那 須 工 場 〒 324-0036
 栃木県大田原市下石上 1378 番 7
 電話：0287-29-2610

役　　　員

代表取締役社長 　二　瓶　春　樹

取 　 締 　 役  　阿　部　茂　雄

取 　 締 　 役  　北　條　文　雄

取 　 締 　 役  　齋　藤　淳　一

取 　 締 　 役  　小　幡　紀　敏

取 　 締 　 役  　嶋　山　芳　夫

取 　 締 　 役  　紺　道　樹　義

常 勤 監 査 役  　久　富　祥　一

監 　 査 　 役  　齋　藤　　　剛

監 　 査 　 役  　牛　島　光　夫

関 係 会 社

株式会社光村プロセス

株式会社城南光村

光村商事倉庫株式会社

株式会社メディア光村

群馬高速オフセット株式会社

（社長執行役員）

（専務執行役員）

（執 行 役 員）

（執 行 役 員）

（執 行 役 員）

（執 行 役 員）



株主メモ

事業年度 4 月 1日から翌年 3月 31日まで
剰余金配当の基準日 3 月 31 日および中間配当の
 支払を行うときは 9月 30日
定時株主総会の基準日  3 月 31 日
定時株主総会の開催 毎年 6月
単元株式数 1,000 株
公告掲載紙  官報
株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  証券代行部
 〒 137-8081
 東京都江東区東砂七丁目 10番 11号
  電話 0120-232-711（通話料無料）
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
同連絡先  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部
 〒 168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号
 電話 0120-782-031（通話料無料）

未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座を開設されている証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、
特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

〒141-8567　東京都品川区大崎 一丁目15番9号
〔東証一部：7916〕

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

〈ホームページ〉
http://www.mitsumura.co.jp/
右記のQRコードからもご覧いただけます。


