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（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12月期第１四半期  5,121  △5.1  256  △7.8  347  18.6  270  37.6

25年３月期第１四半期  5,395  △11.1  278  △27.5  293  △25.6  196  △20.8

（注）包括利益 25年12月期第１四半期 384百万円（ ％） 73.6   25年３月期第１四半期 221百万円 （ ％） △32.0

  
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12月期第１四半期  8.94  －

25年３月期第１四半期  6.49  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年12月期第１四半期  26,655  20,063  75.3

25年３月期  26,690  19,860  74.4

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 20,063百万円   25年３月期 19,860百万円 

  
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  － 6.00 － 6.00  12.00

25年12月期  －       
25年12月期（予想）   6.00 － 3.00  9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成25年12月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  11,140  3.8  450  △10.1  490  △6.8  270  △19.4  8.90

通期  17,970  －  900  －  960  －  590  －  19.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
 当社は平成25年６月20日に開催された株主総会の決議に基づき、決算期を３月31日から12月31日に変更致しました。従いまして経過期間とな
る平成25年12月期については、当社は平成25年４月１日から平成25年12月31日までの９ヶ月間、12月決算の子会社は従来通り平成25年１月１日
から平成25年12月31日までの１２ヶ月間を連結対象期間としております。 
〔参考〕 
 下記の％表示（調整後増減率）は、次期通期業績予想を当期業績９ヶ月（平成24年４月１日から平成24年12月31日）と比較した増減率です。
     売上高          営業利益        経常利益        当期純利益   （単位：百万円） 
１７，９７０  １１．８％   ９００  ２．２％   ９６０  ３．２％   ５９０  ３．０％



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  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

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） 25年12月期１Ｑ 30,743,604株 25年３月期 30,743,604株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 421,532株 25年３月期 421,418株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 30,322,071株 25年３月期１Ｑ 30,322,342株

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。

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については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「（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。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代以降の金融政策の実施等による円高是正・株価の上

昇を背景に緩やかな回復傾向にあるものの、欧州経済低迷の長期化、中国を始めとする新興国における経済成長の

鈍化等の影響を受け、景気は先行き不透明な状況で推移しました。当社グループの主要販売先である製紙業界、印

刷インキ業界及び事務機器業界におきましても、世界的な景気停滞の影響を受け、厳しい経営環境が続きました。

当社グループは、高品質化・生産性の向上や環境保護・省資源等、販売先業界の経営戦略に対応した差別化商品

を市場に投入し売上増加に努めましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,121百万円（前年同期比5.1％

減）となりました。 

利益面では、コスト削減・合理化に努めましたが、売上高の減少等により、営業利益は256百万円（前年同期比

7.8％減）となりました。また、円安の進行による外貨建資産に係る為替差益の発生により、経常利益は347百万円

（前年同期比18.6％増）、四半期純利益は270百万円（同37.6％増）となりました。 

 セグメント別の業績は次の通りであります。 

  

・製紙用薬品事業 

製紙業界におきましては、当第１四半期連結累計期間の紙・板紙の国内生産は657万トンと前年同期に対しほぼ

横ばいでありました。国内需要が伸び悩む中、当社グループは、国内市場、中国市場へ差別化商品の売上増加に努

めましたが、当事業の売上高は、3,592百万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

利益面では、売上高の減少等により、営業利益は185百万円（前年同期比1.3％減）となりました。 

  

・印刷インキ用・記録材料用樹脂事業 

印刷インキ業界におきましては、当第１四半期連結累計期間の印刷インキの国内生産は9万トンと前年同期に対

しほぼ横ばいでありました。当社グループにおいては、オフセットインキ用樹脂と水性インキ用樹脂の売上高は堅

調に推移しましたが、事務機器業界における世界的な需要後退の影響を受け、記録材料用樹脂の売上高が減少しま

した。その結果、当事業の売上高は、1,528百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

利益面では、売上高の減少等により、営業利益は70百万円（前年同期比21.4％減）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は以下の通りとなりました。 

（流動資産） 

 原材料及び貯蔵品の減少等により流動資産は16,998百万円（前連結会計年度末比62百万円減）となりました。

（固定資産） 

 機械装置及び運搬具（純額）の増加等により固定資産は9,656百万円（前連結会計年度末比27百万円増）とな

りました。 

（流動負債） 

 未払法人税等の減少及びその他流動負債の減少等により流動負債は6,248百万円（前連結会計年度末比208百万

円減）となりました。 

（固定負債） 

 退職給付引当金の減少等により固定負債は343百万円（前連結会計年度末比29百万円減）となりました。  

（純資産） 

 四半期純利益の計上、剰余金の配当、円に対する人民元高による為替換算調整勘定の増加等により純資産は

20,063百万円（前連結会計年度末比202百万円増）となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末にお

ける自己資本比率は75.3％となりました。また、有利子負債残高1,100百万円を自己資本で除した倍率（Ｄ／Ｅ

レシオ）は0.05倍となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第１四半期連結累計期間の業績は、概ね計画どおりに推移しており、平成25年５月８日公表の業績予想に修正は

ありません。   

 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる場合があります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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



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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 531,839 574,484

受取手形及び売掛金 9,166,596 9,094,874

商品及び製品 2,049,190 2,040,113

仕掛品 312,062 359,322

原材料及び貯蔵品 890,047 694,915

短期貸付金 3,850,927 3,907,632

その他 265,632 332,611

貸倒引当金 △5,011 △4,988

流動資産合計 17,061,284 16,998,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,685,145 2,672,496

機械装置及び運搬具（純額） 1,556,062 1,675,505

土地 3,978,555 3,978,555

その他（純額） 359,351 272,439

有形固定資産合計 8,579,115 8,598,996

無形固定資産 100,012 89,341

投資その他の資産   

その他 1,014,876 1,033,160

貸倒引当金 △64,888 △64,902

投資その他の資産合計 949,988 968,258

固定資産合計 9,629,116 9,656,596

資産合計 26,690,400 26,655,562



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,608,214 3,652,545

短期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 248,093 114,927

引当金 141,758 235,913

その他 1,358,956 1,145,508

流動負債合計 6,457,022 6,248,894

固定負債   

退職給付引当金 205,494 172,330

役員退職慰労引当金 89,925 89,925

資産除去債務 74,303 74,601

その他 2,954 6,478

固定負債合計 372,676 343,335

負債合計 6,829,699 6,592,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 1,566,178 1,566,178

利益剰余金 16,312,654 16,401,666

自己株式 △104,419 △104,475

株主資本合計 19,774,414 19,863,370

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 129,592 158,710

繰延ヘッジ損益 747 6,350

為替換算調整勘定 △44,053 34,899

その他の包括利益累計額合計 86,286 199,961

純資産合計 19,860,701 20,063,332

負債純資産合計 26,690,400 26,655,562



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,395,191 5,121,044

売上原価 4,185,585 3,922,965

売上総利益 1,209,606 1,198,079

販売費及び一般管理費 931,218 941,494

営業利益 278,387 256,585

営業外収益   

受取利息 5,897 7,388

受取配当金 6,875 9,574

仕入割引 2,732 3,321

為替差益 2,184 67,790

その他 9,034 6,895

営業外収益合計 26,724 94,970

営業外費用   

支払利息 1,301 1,267

売上割引 2,272 2,265

支払補償費 8,308 －

その他 0 124

営業外費用合計 11,883 3,657

経常利益 293,228 347,898

特別利益   

固定資産売却益 1,295 205

ゴルフ会員権売却益 2,869 －

特別利益合計 4,164 205

特別損失   

固定資産除却損 43 300

特別損失合計 43 300

税金等調整前四半期純利益 297,349 347,803

法人税、住民税及び事業税 108,136 78,837

法人税等調整額 △7,664 △1,978

法人税等合計 100,471 76,858

少数株主損益調整前四半期純利益 196,877 270,944

四半期純利益 196,877 270,944



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 196,877 270,944

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,995 29,118

繰延ヘッジ損益 △351 5,603

為替換算調整勘定 89,974 78,953

その他の包括利益合計 24,627 113,675

四半期包括利益 221,505 384,620

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 221,505 384,620

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

    

  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24年４月１日 至 平成24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  

 （注）１．調整額△29,527千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益の合計が四半期連結損益計算書の営業利益となります。  

    

２．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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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  

 （注）１．調整額△42,708千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益の合計が四半期連結損益計算書の営業利益となります。  

  

２．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）

  
製紙用 
薬品事業 
（千円） 

印刷インキ
用・記録材料
用樹脂事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  3,834,315  1,560,876  5,395,191  －  5,395,191

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 142  29,385  29,527  △29,527  －

計  3,834,457  1,590,261  5,424,719  △29,527  5,395,191

セグメント利益  188,313  90,074  278,387  －  278,387

  
製紙用 
薬品事業 
（千円） 

印刷インキ
用・記録材料
用樹脂事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  3,592,144  1,528,899  5,121,044  －  5,121,044

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 9,957  32,750  42,708  △42,708  －

計  3,602,102  1,561,650  5,163,752  △42,708  5,121,044

セグメント利益  185,812  70,772  256,585  －  256,585


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１10: 星光ＰＭＣ㈱（4963）平成25年12月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


