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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,078 △17.2 △119 ― △107 ― △147 ―
23年3月期第2四半期 4,924 13.4 22 ― 22 ― △72 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △171百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △70百万円 （―％）

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2四半期 △23.89 ―
23年3月期第2四半期 △11.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 11,276 8,731 75.3
23年3月期 11,530 8,946 75.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,490百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 8,400 △12.9 △180 ― △180 ― △200 ― △32.29



(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 
 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．２「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2Q 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2Q 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2Q 6,193,100 株 23年3月期2Q 6,193,173 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、先の東日本大震災と原発事故の影響により甚大な打撃を受

けました。その後、寸断されたサプライチェーン等の復旧が着実に進み、停滞しておりました企業の生産活動や個

人消費の落込みも徐々に持ち直しの動きがみられましたが、欧米における財政不安や円高・株安の進行などによ

り、日本経済への影響が懸念されており予断を許さない情勢が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、日本国内においては大震災や円高の影響により、取引先の海外への

生産移管が更に進む中、需要拡大を見込んでおります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

制の強化を図るとともに、既存取引先の掘り起こしや新規受注先の開拓に取り組んでまいりました。また、海外に

おいては依然として好調な中国をはじめとする新興国からの受注確保のために積極的な営業展開と生産活動の増強

を図ってまいりましたが、遺憾ながら、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,078百万円（前年同期比82.8％）

と厳しい結果になりました。利益面につきましては、日本国内の受注量の大幅な減少が影響し、営業損失119百万

円（前年同期は営業利益22百万円）、経常損失107百万円（前年同期は経常利益22百万円）、四半期純損失147百万

円(前年同期は四半期純損失72百万円)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 

大震災や円高等の影響により、取引先の減産や海外への生産移管が加速し、売上高2,936百万円(前年同期比

87.6％)、セグメント損失129百万円(前年同期はセグメント損失３百万円)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 

携帯電話の旧機種の量産終了や日本の大震災の影響による減産等により、売上高832百万円(前年同期比

65.7％)、セグメント利益11百万円(前年同期比58.5％)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 

携帯電話の新機種用アクリルパネルやプリンター用銘板等の受注量の増加があったものの、コンピューター用

ラベル等の受注量の減少もあり、売上高はほぼ横這いの309百万円(前年同期比101.2％)、セグメント損失２百万円

(前年同期はセグメント損失19百万円)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２四半期末における総資産の残高は11,276百万円となり、前連結会計年度末比254百万円減少いたしまし

た。これは、製品、原材料等のたな卸資産は141百万円、保険積立金等の増加により投資その他資産「その他」が

235百万円増加いたしましたが、現金及び預金が170百万円減少したほか、保有債券の満期償還等による有価証券の

減少97百万円、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が226百万円減少したこと及び減価償却費の計上等によ

り有形固定資産が108百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債総額は2,544百万円となり、前連結会計年度末比39百万円減少いたしました。これは、主に未払金等流動負

債「その他」が50百万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8,731百万円となり、前連結会計年度末比214百万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191百万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 

近の業績動向を踏まえ、平成23年５月12日に公表した平成24年３月期の業績予想を変更しております。詳細

は本日（平成23年11月11日）公表いたしました「平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想値と実績値との差

異、通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。  

  

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,265,293 3,094,457

受取手形及び売掛金 2,854,564 2,627,811

有価証券 235,274 138,096

商品及び製品 422,638 506,237

仕掛品 132,525 143,310

原材料及び貯蔵品 256,869 304,226

その他 54,453 24,738

貸倒引当金 △4,142 △3,997

流動資産合計 7,217,476 6,834,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,083,982 3,082,233

減価償却累計額 △1,868,588 △1,922,749

建物及び構築物（純額） 1,215,393 1,159,483

機械装置及び運搬具 2,798,114 2,798,891

減価償却累計額 △2,131,253 △2,182,689

機械装置及び運搬具（純額） 666,861 616,202

工具、器具及び備品 168,128 166,081

減価償却累計額 △145,937 △146,158

工具、器具及び備品（純額） 22,191 19,923

土地 1,649,488 1,650,027

リース資産 6,771 6,771

減価償却累計額 △225 △902

リース資産（純額） 6,545 5,868

有形固定資産合計 3,560,480 3,451,505

無形固定資産   

ソフトウエア 7,109 5,977

無形固定資産合計 7,109 5,977

投資その他の資産   

長期定期預金 100,000 100,000

その他 725,075 960,370

貸倒引当金 △79,817 △76,528

投資その他の資産合計 745,258 983,841

固定資産合計 4,312,847 4,441,324

資産合計 11,530,324 11,276,205
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,545,245 1,568,105

短期借入金 53,216 49,056

未払法人税等 20,130 18,100

賞与引当金 132,000 137,262

その他 254,558 204,427

流動負債合計 2,005,150 1,976,951

固定負債   

長期未払金 102,842 102,842

退職給付引当金 440,892 436,729

その他 35,372 28,023

固定負債合計 579,107 567,595

負債合計 2,584,257 2,544,546

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 5,845,431

自己株式 △1,013,792 △1,013,792

株主資本合計 9,146,516 8,955,208

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 △21,870

為替換算調整勘定 △450,938 △443,000

その他の包括利益累計額合計 △439,527 △464,871

少数株主持分 239,077 241,321

純資産合計 8,946,066 8,731,658

負債純資産合計 11,530,324 11,276,205
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,924,955 4,078,939

売上原価 4,028,673 3,344,851

売上総利益 896,282 734,088

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 373,526 371,438

賞与引当金繰入額 79,328 82,450

退職給付費用 23,875 23,097

福利厚生費 78,769 80,167

貸倒引当金繰入額 1,147 －

その他 316,699 296,198

販売費及び一般管理費合計 873,346 853,352

営業利益又は営業損失（△） 22,935 △119,264

営業外収益   

受取利息 3,338 3,359

受取配当金 5,045 5,322

受取手数料 9,821 13,255

その他 13,879 9,713

営業外収益合計 32,084 31,651

営業外費用   

為替差損 31,655 18,273

その他 1,241 1,133

営業外費用合計 32,897 19,407

経常利益又は経常損失（△） 22,123 △107,019

特別利益   

固定資産売却益 36 548

投資有価証券割当益 9,226 －

貸倒引当金戻入額 4,134 －

特別利益合計 13,397 548

特別損失   

固定資産処分損 237 129

投資有価証券評価損 102,178 32,308

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 105,740 32,438

税金等調整前四半期純損失（△） △70,219 △138,909

法人税、住民税及び事業税 13,242 7,052

法人税等調整額 △8,052 2,169

法人税等合計 5,189 9,222

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △75,409 △148,132

少数株主損失（△） △3,170 △175

四半期純損失（△） △72,238 △147,956
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △75,409 △148,132

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,014 △32,859

為替換算調整勘定 △26,886 9,935

その他の包括利益合計 5,128 △22,924

四半期包括利益 △70,281 △171,056

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,570 △173,299

少数株主に係る四半期包括利益 △1,710 2,243
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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（△） △70,219 △138,909

減価償却費 133,727 119,543

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,168 △4,163

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,352 5,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,277 △3,434

受取利息及び受取配当金 △8,770 △8,682

投資有価証券評価損益（△は益） 102,178 32,308

売上債権の増減額（△は増加） 173,530 224,180

たな卸資産の増減額（△は増加） 69,028 △138,258

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,562 35,588

仕入債務の増減額（△は減少） △101,993 27,926

その他 △12,877 △52,022

小計 295,074 99,339

利息及び配当金の受取額 8,770 9,085

法人税等の支払額 △12,561 △9,300

その他 △703 △402

営業活動によるキャッシュ・フロー 290,579 98,721

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 53,279 516,207

有形固定資産の取得による支出 △293,121 △17,328

有価証券の取得による支出 △101,253 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △5,253 △114,335

保険積立金の積立による支出 － △200,000

その他 △298 12,375

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,647 296,920

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 288,568 101,305

短期借入金の返済による支出 △327,904 △104,883

自己株式の取得による支出 △63 －

配当金の支払額 △61,931 △43,351

その他 △302 △1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,633 △47,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,953 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,654 347,709

現金及び現金同等物の期首残高 2,763,045 2,799,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,588,390 3,146,993
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  3,352,435  1,266,524  305,994  4,924,955

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 830,793  45,908  6,675  883,377

計  4,183,229  1,312,433  312,670  5,808,333

セグメント利益又は損失（△）  △3,681  20,372  △19,467  △2,776

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △2,776

セグメント間取引消去  25,712

四半期連結損益計算書の営業利益  22,935
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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  2,936,847  832,513  309,579  4,078,939

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 525,565  69,424  1,636  596,626

計  3,462,412  901,938  311,215  4,675,566

セグメント利益又は損失（△）  △129,819  11,924  △2,554  △120,449

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △120,449

セグメント間取引消去  1,185

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △119,264

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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