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平成２１年５月期
決算説明資料

三光合成株式会社

（連結・単体）
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三光合成株式会社

Ⅰ． 会 社 紹 介

本社 及び 富山工場
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◆ 資本金： １，８９０百万円

◆ 創 業： １９４０年１０月 (昭和15年10月)

◆ 従業員： 連結 １,８２７人 単体 ６４２人（平成21年５月末）

◆ 連結売上高： ４１０億円／（平成20年6月～平成21年５月）

単体売上高： ２１２億円／（平成20年6月～平成21年５月）

◆ 事業内容：

1.合成樹脂成形品の製造並びに販売

2.機械、電気部品、自動車部品（ｲﾝﾊﾟﾈ）の製造及び組立加工

3.合成樹脂成形用金型の設計、製造並びに販売

4.工業製品のデザイン、設計、試作並びに販売

5.工業用ロボット、各種機械器具の自動制御装置の設計、製造並びに販売

6.労働者派遣事業

◆ 資本金： １，８９０百万円

◆ 創 業： １９４０年１０月 (昭和15年10月)

◆ 従業員： 連結 １,８２７人 単体 ６４２人（平成21年５月末）

◆ 連結売上高： ４１０億円／（平成20年6月～平成21年５月）

単体売上高： ２１２億円／（平成20年6月～平成21年５月）

◆ 事業内容：

1.合成樹脂成形品の製造並びに販売

2.機械、電気部品、自動車部品（ｲﾝﾊﾟﾈ）の製造及び組立加工

3.合成樹脂成形用金型の設計、製造並びに販売

4.工業製品のデザイン、設計、試作並びに販売

5.工業用ロボット、各種機械器具の自動制御装置の設計、製造並びに販売

6.労働者派遣事業

三光合成㈱ 会社概要三光合成㈱三光合成㈱ 会社概要会社概要
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三光合成株式会社 会社紹介
海外子会社・関連会社 海外拠点

１社マレーシア

１社香港

３社中国

１社インドネシア

２社タイランド

１社シンガポール

１社オランダ

２社イギリス

１社アメリカ
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海外生産拠点海外生産拠点海外生産拠点
SUK （UK・ﾗﾝｶｼｬｰ） SNL （ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾏｰｽﾄﾘｯﾋ）

麗光精密（RKZ）
（中国・中山）

SET （UK・ﾗﾝｶｼｬｰ）

天津三華塑膠有限公司

（TSG） （中国・天津）

STI      
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｼﾞｬｶﾙﾀ）

STS 
（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

燦曄合成科技貿易（上海）

有限公司（SSG） （中国・上海）

麗光精密
（RKH）（香港）

PST
（ﾏﾚｰｼｱ・ｾﾗﾝｺﾞｳﾙ）

STL 
（ﾀｲ・ｱﾕﾀﾔ）

RMI
（ｱﾒﾘｶ・ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ）

三華合成（廣州）塑膠

有限公司（SEG） （中国・東莞）

STT 
（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ &ﾗﾖﾝ）
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三光合成株式会社

平成２１年５月決算

Ⅱ．連 結 決 算 状 況
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三光合成株式会社 （連結）

平成21年5月期連結業績ハイライト （単位：百万円）

△2,635△2,489145当期純利益(△損失)

△1,768△1,197571経常利益(△損失)

△1,584△853731営業利益(△損失)

△11,74541,09052,835売上高

増減額平成21年5月期平成20年5月期

・売上高の急激な減少とこれによる原価率の上昇及び新規立上げ費用の増加により

営業利益△853百万円

・支払手数料の増加と持分法投資損失の計上により経常利益△1,197百万円

・特別損失に減損損失・特別退職金等14億円計上し当期純利益△2,489百万円

・設備投資実施額：23億円 固定資産の減価償却費：18億円

SANKO GOSEI（THAILAND）LTD.：新工場建物、土地及び設備 739百万円

SANKO GOSEI TECHNOLOGY（THAILAND）LTD.：成形ライン増設 614百万円
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連 結 決 算 状 況

平成21年5月期概要
・世界市場全体での需要の急激な落ち込み

・設備投資の凍結・労務費の削減・製造拠点の見直
し等のあらゆる経費の徹底した削減を実施

国内では

・ＯＡ機器用消耗部品及び車両用機能部品の大幅

な受注減少

・開発案件の減少により金型は減収

・岐阜工場を平成21年5月末をもって閉鎖
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海外においては

・アジアはタイを中心とする車両部品の減収

・欧州は車両部品の大幅な減産と薄型テレビ用部品の伸び

悩み

・北米は自動車業界の大幅な減産

以上の結果

連結売上高 41,090百万円（前期比 22.2％減）

経常利益 △1,197百万円（前期は 571百万円）

当期純利益 △2,489百万円（前期は 145百万円）

（事業の種類別売上高）

成形品売上高 36,497百万円（前期比 24.0％減）

金型売上高 4,592百万円（前期比 4.9％減）
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三光合成株式会社 （連結）

売上高 単位：億円

263 109 107 48

194 86 83 45

135 80 85 40
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車両 情報通信 家電その他 金型
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340
(見通し)
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三光合成株式会社 （連結）

地域別売上高 単位：億円

232
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170

129
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40

149

120120
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(見通し)
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三光合成株式会社 （連結）
利益推移 単位：百万円

731

-853

200

571

-1,197

100 145

-2,489
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0
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営業利益 経常利益 当期純利益

20年5月期 21年5月期 22年5月期
(見通し)
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三光合成株式会社 （連結）

△1,86012,82214,682固定資産

・純資産合計：利益剰余金及び為替換算調整勘定の減少

・負債合計：仕入債務の減少

・流動資産：売上債権及びたな卸資産の減少

△3,4004,6798,080純資産合計

△5,03520,22825,264負債合計

△8,43624,90733,344資産合計

△6,57112,08518,657流動資産

増減額平成21年5月期平成20年5月期

（単位：百万円）

貸借対照表
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三光合成株式会社 （連結）

・財務活動ＣＦ：短期借入純減、長期借入金の返済による支出減

・投資活動CF：有形固定資産の取得による支出減

・営業活動CF：税金等調整前当期純利益減、仕入債務増

△1022,1672,270現金及び現金同等物の期末残高

△3916161,008財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

648△1,791△2,439投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

△6461,4212,067営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

増減額平成21年5月期平成20年5月期

（単位：百万円）

キヤッシュ・フロー計算書
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三光合成株式会社

平成２１年５月決算

Ⅲ．単 体 決 算 状 況
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三光合成株式会社 （単体）

平成21年5月期業績ハイライト （単位：百万円）

△1,247△1,578△330当期純利益(△損失)

△553△327225経常利益(△損失)

△245△321△76営業利益(△損失)

△4,39821,20625,605売上高

増減額平成21年5月期平成20年5月期

・売上高の減少に伴い、営業利益△321百万円

受取配当金の減少もあり経常利益△327百万円

・特別損失に子会社支援損・株式評価損・減損損失等1,324百万円計上し、

当期純損失1,578百万円

・設備投資実施額：3億円 固定資産の減価償却費：7億円
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三光合成株式会社 （単体）
損益の状況（売上高及び利益）（単位）売上高：億円、利益：百万円
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三光合成株式会社 （単体）

・流動資産：売上債権及びたな卸資産の減少

・純資産合計：利益剰余金の減少

△1,36410,41211,777固定資産

△1,6225,5067,129純資産合計

△1,59513,83315,429負債合計

△3,21719,34022,558資産合計

△1,8538,92710,780流動資産

増減額平成21年5月期平成20年5月期

（単位：百万円）

貸借対照表
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三光合成株式会社

Ⅳ．平成２２年５月期 業績予想

及び

今後の見通し
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平成22年5月期連結業績予想

2,639150△2,489当期純利益(△損失)

1,297100△1,197経常利益(△損失)

1,053200△853営業利益(△損失)

△7,09034,00041,090売上高

増減額平成22年5月期平成21年5月期

(施策）

・新しいマーッケットの開発や技術開発の取り組みと付加価値の高い製品や金型の

受注活動の継続

・事業の「選択と集中」の推進

・生産体制の合理化・効率化を推進し企業体質の強化を図る

・年間配当２円

1,828250△1,578当期純利益(△損失)

427100△327経常利益(△損失)

471150△321営業利益(△損失)

△3,20618,00021,206売上高

増減額平成22年5月期平成21年5月期

平成22年5月期単体業績予想

（単位：百万円）

以上


