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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 8,032 30.9 24 ― 57 ― △185 ―
24年3月期第3四半期 6,138 △17.5 △190 ― △176 ― △225 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △154百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △355百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △29.98 ―
24年3月期第3四半期 △36.44 ―

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

25年3月期第3四半期 10,499 8,143 75.4 1,278.96
24年3月期 11,188 8,340 72.5 1,310.65
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,920百万円 24年3月期  8,117百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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

通期 9,676 14.3 22 ― 12 ― △300 ― △48.44



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行なっており、当該変更は「会計方針の変更を会計上の見積りと区別することが困難な場合」に該当しておりま 
  す。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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のついてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 7,378,800 株 24年3月期 7,378,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,185,700 株 24年3月期 1,185,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 6,193,100 株 24年3月期3Q 6,193,100 株
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（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、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復の兆しが

見られたものの、欧州の財政危機問題に端を発した世界経済の景気減速や長引く円高・株価低迷等の影響により、

国内景気は依然として不透明な状況が続いておりました。しかしながら12月の衆議院選挙の結果、新政権の大型景

気対策の期待感から円安・株高となり、景気回復の兆しが見え始めてまいりました。 

このような状況のもと、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しいものがありますが、下期以降の業

績回復を図るべく、一般シール・ラベル等の受注確保のために新市場の開拓、既存取引先の掘り起こしを行なうと

ともに、需要が見込まれるタッチパネル関係のガラス・アクリル加工品を中心に積極的な営業展開を推し進めてま

いりました。また、生産面におきましては、市場規模に見合った効率的な生産体制を確立するため、日本国内の製

造工場の一部再編を実施いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、8,032百万円（前年同期比130.9％）と増収となりまし

た。利益面につきましては、営業利益は24百万円（前年同期は190百万円の営業損失）、経常利益は、57百万円

（前年同期は176百万円の経常損失）となりました。しかしながら、第２四半期連結会計期間において実施した希

望退職による割増退職金等147百万円、保有投資有価証券の減損損失50百万円等を特別損失に計上したため、四半

期純損失は185百万円（前年同期は225百万円の四半期純損失）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 

国内においては、タッチパネル関係の受注が増加いたしましたが、大手電機メーカーの減産や海外への生産シ

フトが進み、一般シール・ラベル等の受注量が減少いたしました。 

この結果、売上高は4,239百万円(前年同期比96.9％)、セグメント損失は102百万円(前年同期は222百万円のセ

グメント損失)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 

タッチパネル関係のガラス・アクリル製品の受注が引続き好調に推移しており、売上高は3,362百万円(前年同

期比254.2％)、セグメント利益は147百万円(前年同期比649.8％)と大幅に増加いたしました。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 

大手電機メーカーからのテレビ・ビデオ関連の銘板・ラベル等の受注が低迷しており、売上高は430百万円(前

年同期比98.3％)、セグメント損失は44百万円(前年同期は３百万円のセグメント利益)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３四半期連結会計期間末における総資産の残高は10,499百万円となり、前連結会計年度末比689百万円減少

いたしました。これは受取手形及び売掛金は65百万円、製品、原材料等のたな卸資産は62百万円増加いたしました

が、支払債務の減少等により現金及び預金が647百万円減少したほか、長期定期預金100百万円の減少及び減価償却

費の計上等により有形固定資産が69百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債総額は2,356百万円となり、前連結会計年度末比491百万円減少いたしました。これは、主に支払手形及び買

掛金が314百万円減少したことによるものであります。 

 また、純資産額は8,143百万円となり、前連結会計年度末比197百万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229百万円減少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 

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,784,017 2,136,285

受取手形及び売掛金 2,845,239 2,910,530

有価証券 128,707 135,490

商品及び製品 618,050 709,219

仕掛品 173,700 200,726

原材料及び貯蔵品 264,373 208,365

その他 72,826 138,738

貸倒引当金 △3,435 △2,594

流動資産合計 6,883,479 6,436,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,916,555 2,887,315

減価償却累計額 △1,957,702 △1,964,597

建物及び構築物（純額） 958,852 922,717

機械装置及び運搬具 2,772,526 2,568,818

減価償却累計額 △2,214,328 △2,051,532

機械装置及び運搬具（純額） 558,198 517,285

工具、器具及び備品 162,867 163,429

減価償却累計額 △146,066 △147,672

工具、器具及び備品（純額） 16,800 15,756

土地 1,645,996 1,647,389

リース資産 6,771 17,055

減価償却累計額 △1,579 △3,281

リース資産（純額） 5,191 13,773

建設仮勘定 1,337 －

有形固定資産合計 3,186,376 3,116,924

無形固定資産   

ソフトウエア 5,295 4,673

無形固定資産合計 5,295 4,673

投資その他の資産   

長期定期預金 100,000 －

その他 1,108,695 1,053,049

貸倒引当金 △94,903 △112,123

投資その他の資産合計 1,113,791 940,925

固定資産合計 4,305,463 4,062,523

資産合計 11,188,943 10,499,284
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,845,968 1,531,093

短期借入金 39,451 41,558

未払法人税等 18,267 22,841

賞与引当金 125,900 56,953

その他 280,242 234,053

流動負債合計 2,309,829 1,886,499

固定負債   

長期未払金 102,842 37,217

退職給付引当金 421,526 414,152

その他 13,747 18,306

固定負債合計 538,115 469,675

負債合計 2,847,944 2,356,175

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 5,516,718 5,287,671

自己株式 △1,013,792 △1,013,792

株主資本合計 8,626,495 8,397,448

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,736 9,588

為替換算調整勘定 △502,732 △486,283

その他の包括利益累計額合計 △509,469 △476,695

少数株主持分 223,972 222,356

純資産合計 8,340,998 8,143,109

負債純資産合計 11,188,943 10,499,284

三光産業株式会社（7922）　平成25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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 6,138,055 8,032,454

売上原価 5,062,151 6,784,114

売上総利益 1,075,903 1,248,340

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 632,462 597,563

賞与引当金繰入額 35,840 15,424

退職給付費用 34,767 31,684

福利厚生費 121,254 113,786

その他 442,251 465,759

販売費及び一般管理費合計 1,266,576 1,224,217

営業利益又は営業損失（△） △190,672 24,122

営業外収益   

受取利息 4,852 5,187

受取配当金 7,313 7,642

為替差益 － 1,216

受取手数料 19,409 9,263

その他 13,032 16,376

営業外収益合計 44,608 39,685

営業外費用   

為替差損 29,195 －

その他 1,581 6,410

営業外費用合計 30,776 6,410

経常利益又は経常損失（△） △176,841 57,398

特別利益   

固定資産売却益 613 8,565

特別利益合計 613 8,565

特別損失   

固定資産処分損 165 12,421

投資有価証券評価損 34,584 50,925

貸倒引当金繰入額 － 19,289

割増退職金 － 147,348

たな卸資産廃棄損 － 9,846

特別損失合計 34,749 239,830

税金等調整前四半期純損失（△） △210,977 △173,866

法人税、住民税及び事業税 13,625 27,140

法人税等調整額 1,149 △6,387

法人税等合計 14,775 20,752

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △225,752 △194,619

少数株主損失（△） △65 △8,924

四半期純損失（△） △225,687 △185,695
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △225,752 △194,619

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,437 17,057

為替換算調整勘定 △96,481 23,024

その他の包括利益合計 △129,918 40,082

四半期包括利益 △355,671 △154,537

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △335,682 △152,921

少数株主に係る四半期包括利益 △19,989 △1,615
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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  4,377,207  1,322,738  438,109  6,138,055

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 872,800  104,202  2,524  979,527

計  5,250,008  1,426,941  440,633  7,117,583

セグメント利益又は損失（△）  △222,397  22,676  3,296  △196,423

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △196,423

セグメント間取引消去  5,751

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △190,672
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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。 

  
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  4,239,686  3,362,290  430,477  8,032,454

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,652,176  149,628  7,328  2,809,134

計  6,891,863  3,511,919  437,806  10,841,589

セグメント利益又は損失（△）  △102,980  147,351  △44,219  152

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  152

セグメント間取引消去  23,970

四半期連結損益計算書の営業利益  24,122

（６）重要な後発事象
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