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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 8,278 ― 33 ― 35 ― △329 ―

20年3月期第3四半期 9,244 5.5 428 △3.4 464 1.0 278 2.9

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

21年3月期第3四半期 △44.71 ―

20年3月期第3四半期 37.77 ―

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

21年3月期第3四半期 14,067 11,175 77.4 1,480.27
20年3月期 14,925 11,866 77.4 1,569.65

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,895百万円 20年3月期  11,558百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 11,000 △10.4 44 △89.6 45 △90.1 △360 △220.7 △48.89

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の運用指針」（企業会計基準運用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成されており、実際の業績は今後起こりうるさまざまな要因により、異な
る可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  7,378,800株 20年3月期  7,378,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  18,284株 20年3月期  15,136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  7,362,889株 20年3月期第3四半期  7,364,376株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

 場の混乱に加え急激な円高・株安の影響により、企業収益や雇用情勢が悪化するなど景気は極めて厳しい状況を迎

 えております。 

  印刷業界におきましても、世界的な景気減速が国内にも波及し、受注環境はさらに厳しさを増してまいりまし 

 た。 

  こうした情勢下にあって当社グループは、提案型営業活動の展開と品質管理の強化を図り、業績向上に取組んで

 まいりました。 

  当グループの主要な業種別の概況は次のとおりであります。 

  ＡＶ機器関連業種におきましては、デジタル機器関連部品のロゴバッチ等の受注量が増加し、売上高は2,321百

 万円（前年同期比105.1％）と増加いたしました。ＯＡ機器関連業種におきましては、国内メーカーが携帯電話事

 業から撤退した影響により、売上高は2,726百万円（前年同期比72.8％）と大きく減少いたしました。その他電気

 機器関連業種につきましては、バッテリーラベル等の受注増により、売上高は1,798百万円（前年同期比111.4％）

 と増加いたしました。輸送用機器関連業種につきましては、自動車メーカーの生産調整などの影響を受けて関連部

 品などの受注量が大きく減少いたしました結果、売上高は707百万円（前年同期比75.5％）となりました。印刷業

 界関連業種につきましては、食品関係のシール等の減産により、売上高は146百万円（前年同期比76.8％）と減少

 いたしました。その他ラベルは、パネル等の新規受注等により売上高は576百万円（前年同期比105.2％）と増加い

 たしました。 

  これらの結果、当第3四半期累計期間の売上高は8,278百万円（前年同期比89.5％）となりました。利益面につき

 ましては、売上高の大幅な減少により、営業利益33百万円（前年同期比7.8％）、経常利益35百万円（前年同期比

 7.6％）となり、 終損益は繰延税金資産の取崩しも行い、329百万円の四半期純損失となりました。 

  

    所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

     イ．日本 

       国内は売上高6,342百万円、営業損失は169百万円となりました。 

     ロ．アジア 

       アジアは売上高1,935百万円、営業利益は179百万円となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   （１）資産、負債、純資産の状況 

   当第3四半期末における総資産の残高は14,067百万円（前連結会計年度末は14,925百万円）となり、857百万円

  減少いたしました。これは、主に売上債権の回収により、受取手形及び売掛金が566百万円減少したこと及び投

  資有価証券の時価の下落による評価替え等による減少157百万円等によるものであります。 

   負債総額は2,892百万円（前連結会計年度末は3,058百万円）となり、166百万円減少いたしました。これは、

  主に支払手形及び買掛金等の仕入債務が183百万円減少したこと等によるものであります。 

   また、純資産額は11,175百万円（前連結会計年度末11,866百万円）となり、691百万円減少いたしました。以

  上の結果、自己資本比率は77.4％（前連結会計年度末77.4％）となりました。 

  

   （２）当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

   当第3四半期連結累計期間における現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ74百万

  円増加し、当第3四半期連結累計期間末においては3,239百万円となりました。 

   当第3四半期連結累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） 

   営業活動により獲得した資金は394百万円となりました。 

   主な増加要因は、当第3四半期連結累計期間の減価償却費219百万円、売上債権の減少額546百万円であり、主

  な減少要因は、仕入債務の減少額160百万円、その他の流動資産の増加額115百万円、賞与引当金の減少額80百万

  円等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） 

   投資活動により使用した資金は183百万円となりました。 

   主な要因は、定期預金の預入による支出100百万円の他、有形固定資産の取得による支出127百万円等によるも

  のであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
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   財務活動により使用した資金は98百万円となりました。 

   これは親会社による配当金の支払が95百万円発生したことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第3四半期連結累計期間における業績の状況や今後ますます厳しさを増すと見込まれる事業環境を勘案して、通

期の業績見直しを行い、平成20年11月6日に公表いたしました平成21年3月期の業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成21年2月12日）公表しております「通期業績予想の修正、繰延税金資産の取崩し

および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）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 

 簡便な会計処理 

      減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産については、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しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸 

 表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期 

 連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来移動平均法による原価法によっておりました 

 が、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月 

 5日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基 

 づく簿価切下げの方法）により算出しております。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び 

 税金等調整前四半期純利益は、それぞれ,4,469千円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱 

 い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。 

  これによる損益への影響は、軽微であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,412,485 3,433,235

受取手形及び売掛金 3,499,195 4,065,396

有価証券 145,704 72,560

製品 453,602 415,512

原材料 276,798 245,294

仕掛品 157,734 150,746

その他 140,913 130,283

貸倒引当金 △4,504 △4,559

流動資産合計 8,081,930 8,508,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,268,908 1,372,059

土地 1,606,999 1,615,375

その他（純額） 924,801 966,539

有形固定資産合計 3,800,708 3,953,975

無形固定資産   

ソフトウエア 12,004 13,831

無形固定資産合計 12,004 13,831

投資その他の資産   

長期定期預金 1,600,000 1,600,000

その他 669,672 949,457

貸倒引当金 △96,430 △100,165

投資その他の資産合計 2,173,242 2,449,292

固定資産合計 5,985,955 6,417,098

資産合計 14,067,886 14,925,569

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,940,201 2,124,177

未払法人税等 82,864 79,928

賞与引当金 93,216 173,400

役員賞与引当金 － 14,000

その他 416,557 309,975

流動負債合計 2,532,839 2,701,482

固定負債   

退職給付引当金 180,352 176,730

長期未払金 143,445 143,445

その他 35,916 36,925

固定負債合計 359,713 357,100
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債合計 2,892,553 3,058,583

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,850,750 1,850,750

資本剰余金 2,272,820 2,272,820

利益剰余金 7,036,181 7,461,114

自己株式 △15,881 △12,988

株主資本合計 11,143,869 11,571,696

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,931 59,730

為替換算調整勘定 △207,361 △73,006

評価・換算差額等合計 △248,293 △13,276

少数株主持分 279,755 308,566

純資産合計 11,175,332 11,866,986

負債純資産合計 14,067,886 14,925,569

三光産業株式会社（7922）　平成21年3月期第3四半期決算短信

5



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,278,280

売上原価 6,762,439

売上総利益 1,515,841

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び給料手当 699,142

賞与引当金繰入額 48,186

退職給付費用 33,975

福利厚生費 126,948

貸倒引当金繰入額 4,133

その他 569,965

販売費及び一般管理費合計 1,482,352

営業利益 33,489

営業外収益  

受取利息 20,616

受取配当金 8,263

その他 22,351

営業外収益合計 51,231

営業外費用  

為替差損 35,050

その他 14,439

営業外費用合計 49,489

経常利益 35,230

特別利益  

固定資産売却益 858

貸倒引当金戻入額 2,053

特別利益合計 2,911

特別損失  

固定資産処分損 383

投資有価証券評価損 20,034

災害による損失 19,057

たな卸資産廃棄損 6,600

特別損失合計 46,076

税金等調整前四半期純損失（△） △7,934

法人税、住民税及び事業税 28,487

法人税等調整額 281,963

法人税等合計 310,451

少数株主利益 10,819

四半期純損失（△） △329,205
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △7,934

減価償却費 219,923

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,621

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,183

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,789

受取利息及び受取配当金 △28,879

投資有価証券評価損（△は益） 20,034

売上債権の増減額（△は増加） 546,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,237

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,428

仕入債務の増減額（△は減少） △160,617

その他 105,128

小計 392,196

利息及び配当金の受取額 28,879

法人税等の支払額 △26,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,280

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 △100,469

定期預金の払戻による収入 84,991

有形固定資産の取得による支出 △127,988

その他 △40,385

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,852

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △2,893

配当金の支払額 △95,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,621

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,339

現金及び現金同等物の期首残高 3,165,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,239,766
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当社グループは、接着剤付きラベル、ステッカー、パネル等の特殊印刷製品の企画並びに製造販売という単一

産業区分に属する事業を行っている専門メーカーですので、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメン

トがありません。このため事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア…………マレーシア、香港、中国 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１.（１）に記載のとおり、通常の

販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が

適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四

半期連結累計期間の営業利益は、日本で4,469千円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１.（２）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。これによる損

益への影響は、軽微であります。 

  

  

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 6,342,828 1,935,452 8,278,280 － 8,278,280 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
496,722 41,338 538,061 (538,061) － 

計 6,839,551 1,976,790 8,816,341 (538,061) 8,278,280 

営業利益又は営業損失（△） △169,564 179,027 9,462 24,027 33,489 
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〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……マレーシア、シンガポール、タイ国、インドネシア、フィリピン、香港、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  アジア 計 

Ⅰ．海外売上高（千円） 1,965,851 1,965,851 

Ⅱ．連結売上高（千円） － 8,278,280 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.7 23.7 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

 

前四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   9,244,577 100.0

Ⅱ 売上原価   7,398,504 80.0

売上総利益   1,846,073 20.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,417,311 15.3

営業利益   428,761 4.7

Ⅳ 営業外収益   48,479 0.5

Ⅴ 営業外費用   12,377 0.1

経常利益   464,864 5.1

Ⅵ 特別利益   3,591 0.0

Ⅶ 特別損失   27,945 0.3

税金等調整前四半期 

純利益 
  440,510 4.8

税金費用   157,000 1.7

少数株主利益   5,357 0.0

四半期純利益   278,152 3.1
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