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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 7,016 △12.7 △19 ― 96 68.2 63 ―
25年3月期第3四半期 8,032 30.9 24 ― 57 ― △185 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 308百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △154百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 10.23 ―
25年3月期第3四半期 △29.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 11,096 8,592 75.3
25年3月期 10,471 8,327 77.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,359百万円 25年3月期 8,082百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 10,300 △5.3 50 △13.5 100 △34.1 50 ― 8.07



(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ますが、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に対する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 
（将来の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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 7,378,800 株 25年3月期 7,378,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,185,700 株 25年3月期 1,185,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,193,100 株 25年3月期3Q 6,193,100 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による経済・金融政策を背景に円安・株高が進

み、企業収益や個人消費に改善傾向がみられる反面、新興国経済の成長鈍化や４月に実施される消費税率の引き上

げも控えており、先行きは不透明な状況で推移しております。 

印刷業界におきましては、一部に景気回復の兆しが見えておりますが、一方で円安に伴う原材料価格の上昇や受

注単価の下落等により、全体としては厳しい受注環境が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、国内外の営業部門間の情報の共有化を図り、受注確保のために積極的な

営業展開をしてまいりましたが、中国、マレーシアの売上減少の影響により、当第３四半期連結累計期間の売上高

は7,016百万円（前年同期比87.3％）となりました。 

利益面におきましては、生産体制の見直しやコスト削減を積極的に推進してまいりましたが、売上の減少をカバ

ーできず、営業損失は19百万円（前年同期は24百万円の営業利益）となりました。経常利益は貸倒引当金戻入額や

為替差益の計上により、96百万円（前年同期比168.2％）、四半期純利益は63百万円(前年同期は185百万円の四半

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 

日本国内においては受注環境の厳しいなか、積極的な営業活動を展開するとともに、生産部門の体制強化を行っ

てまいりました。その結果、売上高は4,545百万円(前年同期比107.2％)、セグメント利益は121百万円(前年同期は

102百万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 

中国においてはタッチパネル関連等の受注減少により、売上高は2,123百万円(前年同期比63.1％)、セグメント

損失は41百万円（前年同期は147百万円のセグメント利益）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 

マレーシアにおいてはＡＳＥＡＮ全域の営業拠点として、将来に向けた強固な収益基盤を確立するため、営業力

強化と生産体制の立て直しを図り、業績回復へ向けた活動を展開しておりますが、売上高は346百万円(前年同期比

80.6％)、セグメント損失は79百万円(前年同期は44百万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）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は11,096百万円となり、前連結会計年度末比624百万円増加

いたしました。これは、主に現金及び預金が366百万円及び四半期連結貸借対照表上、投資その他の資産の「その

他」に含まれている投資有価証券が取得、評価替により201百万円増加したことによるものであります。 

 負債総額は2,503百万円となり、前連結会計年度末比359百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び買

掛金の仕入債務が295百万円増加したほか、固定負債の「その他」に含まれている繰延税金負債が48百万円増加し

たことによるものであります。 

 また、純資産額は8,592百万円となり、前連結会計年度末比265百万円増加いたしました。主たる要因は、利益剰

余金の増加20百万円に加え、その他の包括利益累計額が257百万円増加したことによるものであります。この結果

自己資本比率は、75.3％（前連結会計年度末は77.2％）となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で平成25年11月13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（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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,480,414 2,846,722

受取手形及び売掛金 2,866,078 2,883,063

有価証券 152,451 135,298

商品及び製品 490,257 508,459

仕掛品 144,463 219,754

原材料及び貯蔵品 218,176 200,452

その他 70,486 56,707

貸倒引当金 △987 △719

流動資産合計 6,421,340 6,849,739

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,882,441 2,945,107

減価償却累計額 △2,010,583 △2,091,898

建物及び構築物（純額） 871,858 853,209

機械装置及び運搬具 2,579,091 2,698,538

減価償却累計額 △2,079,831 △2,196,979

機械装置及び運搬具（純額） 499,260 501,559

工具、器具及び備品 167,076 181,592

減価償却累計額 △152,064 △156,636

工具、器具及び備品（純額） 15,011 24,956

土地 1,652,887 1,656,137

リース資産 17,055 17,055

減価償却累計額 △4,133 △6,692

リース資産（純額） 12,921 10,362

有形固定資産合計 3,051,938 3,046,225

無形固定資産   

ソフトウエア 4,559 5,022

無形固定資産合計 4,559 5,022

投資その他の資産   

その他 1,103,474 1,275,281

貸倒引当金 △109,925 △79,927

投資その他の資産合計 993,548 1,195,353

固定資産合計 4,050,046 4,246,601

資産合計 10,471,387 11,096,340
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,330,892 1,626,752

未払法人税等 33,874 57,094

賞与引当金 92,800 63,197

その他 224,334 252,393

流動負債合計 1,681,900 1,999,438

固定負債   

長期未払金 37,217 37,217

退職給付引当金 398,043 394,539

その他 26,644 72,477

固定負債合計 461,905 504,233

負債合計 2,143,806 2,503,672

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 5,272,809 5,292,845

自己株式 △1,013,792 △1,013,792

株主資本合計 8,382,586 8,402,622

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,129 104,516

為替換算調整勘定 △328,280 △147,439

その他の包括利益累計額合計 △300,151 △42,922

少数株主持分 245,145 232,968

純資産合計 8,327,580 8,592,668

負債純資産合計 10,471,387 11,096,340
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,032,454 7,016,013

売上原価 6,784,114 5,683,557

売上総利益 1,248,340 1,332,456

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 597,563 615,747

賞与引当金繰入額 15,424 34,704

退職給付費用 31,684 31,432

福利厚生費 113,786 117,524

その他 465,759 552,849

販売費及び一般管理費合計 1,224,217 1,352,258

営業利益又は営業損失（△） 24,122 △19,802

営業外収益   

受取利息 5,187 4,479

受取配当金 7,642 7,781

貸倒引当金戻入額 － 30,249

為替差益 1,216 64,325

受取手数料 9,263 －

その他 16,376 11,177

営業外収益合計 39,685 118,013

営業外費用   

賃貸建物減価償却費 502 464

その他 5,907 1,187

営業外費用合計 6,410 1,651

経常利益 57,398 96,559

特別利益   

固定資産売却益 8,565 955

特別利益合計 8,565 955

特別損失   

固定資産処分損 12,421 243

投資有価証券評価損 50,925 －

貸倒引当金繰入額 19,289 －

割増退職金 147,348 30,400

たな卸資産廃棄損 9,846 －

特別損失合計 239,830 30,643

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（△）

△173,866 66,871

法人税、住民税及び事業税 27,140 35,404

法人税等調整額 △6,387 △4,147

法人税等合計 20,752 31,256

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（△）

△194,619 35,614

少数株主損失（△） △8,924 △27,772

四半期純利益又は四半期純損失（△） △185,695 63,387
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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（△）

△194,619 35,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,057 77,430

為替換算調整勘定 23,024 195,394

その他の包括利益合計 40,082 272,824

四半期包括利益 △154,537 308,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △152,921 320,616

少数株主に係る四半期包括利益 △1,615 △12,176
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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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  4,239,686  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
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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。 

   

  
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  4,545,934  2,123,228  346,850  7,016,013

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1,197,904  102,570  10,207  1,310,682

計  5,743,839  2,225,799  357,057  8,326,696

セグメント利益又は損失（△）  121,131  △41,795  △79,250  85

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  85

セグメント間取引消去  △19,887

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △19,802
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