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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,996 △19.7 △27 ― △5 ― △15 ―
23年3月期第1四半期 2,486 19.4 4 ― 21 ― 33 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 12百万円 （△41.5％） 23年3月期第1四半期 21百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.57 ―
23年3月期第1四半期 5.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 11,386 8,915 76.1
23年3月期 11,530 8,946 75.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,666百万円 23年3月期  8,706百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,390 9.4 44 91.8 55 148.6 39 ― 6.29
通期 9,800 1.6 80 977.2 100 581.0 70 ― 11.30



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 この四半期決算短信は、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、この四半期決算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のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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いては、添付資
料Ｐ．１ 「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,378,800 株 23年3月期 7,378,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,185,700 株 23年3月期 1,185,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,193,100 株 23年3月期1Q 6,193,196 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による津波によ

って引き起こされた原発事故による電力不足や風評被害が企業の生産活動や個人消費に大きな影響を与え、加えて

雇用不安や欧州の財政危機等により円高が続いており、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、国内では需要の拡大が予想されるタッチパネルやアクリル・ガラス

加工品の生産体制・営業体制の整備を進め、既存取引先の掘り起こしや新規受注先の開拓による受注の拡大に取り

組んでまいりました。また、海外においては中国での営業展開の強化、生産活動の増強を図る等、業績改善に努め

てまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,996百万円（前年同期比80.3％）となりました。利益面

につきましては、売上高の減少が大きく影響し、27百万円の営業損失（前年同期は４百万円の営業利益）、５百万

円の経常損失（前年同期は21百万円の経常利益）、15百万円の四半期純損失(前年同期は33百万円の四半期純利益)

となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 日本 

携帯電話関連の海外への生産移管や大震災による自動車メーカーの減産等が影響し、売上高は1,410百万円(前

年同期比82.3％)となり、75百万円のセグメント損失(前年同期は37百万円のセグメント利益)となりました。な

お、日本に所属する連結子会社は、三光プリンティング株式会社であります。 

  

② 中国 

ＡＶ機器関連ラベル等の受注量の減少により、売上高は416百万円(前年同期比67.2％)となり、31百万円のセグ

メント利益(前年同期比224.9％)となりました。なお、中国に所属する連結子会社は、光華産業有限公司及び燦光

電子(深圳)有限公司であります。 

  

③ マレーシア 

テレビ、携帯電話及びデジカメ関連の受注量が増加したことにより、売上高は169百万円(前年同期比112.0％)

となり、０百万円のセグメント損失(前年同期は22百万円のセグメント損失)となりました。なお、マレーシアに所

属する連結子会社は、サンコウサンギョウ(マレーシア)ＳＤＮ.ＢＨＤ.であります。  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産の残高は11,386百万円となり、前連結会計年度末比143百万円減少いたしまし

た。これは、製品、原材料等のたな卸資産は125百万円、現金及び預金は222百万円増加いたしましたが、保有債券

の満期償還等による有価証券の減少94百万円、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が342百万円減少したこ

と等、主に流動資産の減少によるものであります。 

 負債総額は2,471百万円となり、前連結会計年度末比112百万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51百万円、賞与引当金が59百万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8,915百万円となり、前連結会計年度末比31百万円減少いたしました。主たる要因は、四半期

純損失の計上及び配当金の支払により利益剰余金が59百万円減少したほか、為替換算調整勘定等のその他の包括利

益累計額のマイナスが19百万円減少したこと等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 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で平成23年５月12日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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 3,265,293 3,487,785

受取手形及び売掛金 2,854,564 2,512,072

有価証券 235,274 141,031

商品及び製品 422,638 485,785

仕掛品 132,525 143,155

原材料及び貯蔵品 256,869 308,817

その他 54,453 46,869

貸倒引当金 △4,142 △3,719

流動資産合計 7,217,476 7,121,798

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,083,982 3,108,111

減価償却累計額 △1,868,588 △1,906,222

建物及び構築物（純額） 1,215,393 1,201,888

機械装置及び運搬具 2,798,114 2,819,501

減価償却累計額 △2,131,253 △2,163,373

機械装置及び運搬具（純額） 666,861 656,127

工具、器具及び備品 168,128 166,855

減価償却累計額 △145,937 △145,135

工具、器具及び備品（純額） 22,191 21,719

土地 1,649,488 1,651,420

リース資産 6,771 6,771

減価償却累計額 △225 △564

リース資産（純額） 6,545 6,206

有形固定資産合計 3,560,480 3,537,363

無形固定資産   

ソフトウエア 7,109 6,410

無形固定資産合計 7,109 6,410

投資その他の資産   

長期定期預金 100,000 100,000

その他 725,075 700,353

貸倒引当金 △79,817 △79,514

投資その他の資産合計 745,258 720,839

固定資産合計 4,312,847 4,264,613

資産合計 11,530,324 11,386,412
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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 1,545,245 1,494,182

短期借入金 53,216 51,667

未払法人税等 20,130 16,543

賞与引当金 132,000 72,026

その他 254,558 263,735

流動負債合計 2,005,150 1,898,154

固定負債   

長期未払金 102,842 102,842

退職給付引当金 440,892 438,777

その他 35,372 31,599

固定負債合計 579,107 573,218

負債合計 2,584,257 2,471,373

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 6,036,739 5,977,448

自己株式 △1,013,792 △1,013,792

株主資本合計 9,146,516 9,087,225

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,410 △10,731

為替換算調整勘定 △450,938 △409,617

その他の包括利益累計額合計 △439,527 △420,349

少数株主持分 239,077 248,163

純資産合計 8,946,066 8,915,038

負債純資産合計 11,530,324 11,386,412
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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 2,486,229 1,996,948

売上原価 2,033,938 1,596,738

売上総利益 452,290 400,209

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 188,729 187,012

賞与引当金繰入額 31,974 40,112

退職給付費用 12,188 11,535

福利厚生費 40,024 41,415

貸倒引当金繰入額 496 66

その他 174,126 147,210

販売費及び一般管理費合計 447,539 427,352

営業利益又は営業損失（△） 4,751 △27,142

営業外収益   

受取利息 2,272 2,068

受取配当金 4,826 5,084

為替差益 461 3,307

受取手数料 5,274 7,496

その他 4,648 4,891

営業外収益合計 17,482 22,849

営業外費用   

賃貸建物減価償却費 196 181

支払利息 858 240

その他 88 310

営業外費用合計 1,144 732

経常利益又は経常損失（△） 21,088 △5,025

特別利益   

固定資産売却益 6 547

投資有価証券割当益 9,226 －

貸倒引当金戻入額 3,122 －

特別利益合計 12,356 547

特別損失   

固定資産処分損 180 126

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,324 －

特別損失合計 3,505 126

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

29,939 △4,604

法人税、住民税及び事業税 7,275 6,852

法人税等調整額 △6,876 4,428

法人税等合計 399 11,280

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

29,540 △15,884

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,002 54

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,543 △15,939
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

29,540 △15,884

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,506 △21,854

為替換算調整勘定 48,045 50,063

その他の包括利益合計 △8,461 28,209

四半期包括利益 21,079 12,324

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,123 3,238

少数株主に係る四半期包括利益 7,955 9,085
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 該当事項はありません。  

  

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） 

  

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） 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

日本 中国 マレーシア 合計 

売上高         

(1）外部顧客への売上高  1,714,951  620,005  151,272  2,486,229

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 435,152  17,557  3,113  455,823

計  2,150,103  637,562  154,386  2,942,052

セグメント利益又は損失（△）  37,891  13,913  △22,368  29,436

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  29,436

セグメント間取引消去  △24,685

四半期連結損益計算書の営業利益  4,751
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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） 

  

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） 

  

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。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

  
報告セグメント 

日本 中国 マレーシア 合計 

売上高         

(1）外部顧客への売上高  1,410,783  416,725  169,440  1,996,948

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 246,094  36,047  880  283,022

計  1,656,878  452,772  170,320  2,279,971

セグメント利益又は損失（△）  △75,354  31,285  △848  △44,917

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △44,917

セグメント間取引消去  17,774

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △27,142

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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