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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 1,537 7.3 14 △13.9 14 △66.5 10 △71.6
24年3月期第1四半期 1,432 8.3 16 21.6 42 314.6 37 916.3

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 58百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 46百万円 （―％）

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1四半期 1.45 ―
24年3月期第1四半期 5.09 ―

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1四半期 8,905 2,934 33.0 398.11
24年3月期 7,651 3,168 41.4 429.81
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,934百万円 24年3月期  3,144百万円

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 ― 1.00 ― 2.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 1.00 ― 2.00 3.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,440 20.5 34 223.1 41 3.9 33 ― 4.50
通期 7,056 28.6 55 ― 66 ― 28 ― 3.86



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、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】３ページ「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

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3月期1Q 7,492,652 株 24年3月期 7,492,652 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 121,148 株 24年3月期 121,080 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,371,547 株 24年3月期1Q 7,371,572 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金などの政策支援に

より持ち直し傾向にありましたが、欧州の債務危機の深刻化や先進国の景気低迷、これらに伴う新興国の成長鈍化

など不安定な状況で推移いたしました。 

当社グループの主要な市場であります水晶製品業界におきましては、自動車分野の需要は好調であったものの、

民生分野の需要が軟調に推移するなど、引き続き予断を許さない状況となっております。 

このような状況のなか、当社グループは、生産効率の向上、固定費縮減などトータルコスト削減を推進するとと

もに、アジア地域、スマートフォンをターゲットとした拡販活動を推進するなど「高付加価値企業」の実現を目指

し、収益の確保に取り組んでまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高1,537,249千円（前年同期比7.3％増）、営業利益

14,423千円（同13.9％減）、経常利益14,292千円（同66.5％減）、四半期純利益10,668千円（同71.6％減）となり

ました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

 （水晶製品事業） 

 水晶製品の売上高は、1,511,296千円（前年同期比8.0％増）となりました。昨年度に引き続きスマートフォン

向けが受注好調であったほか、車載関連、パソコン・周辺機器向けの受注も前年同期を上回っており増収となり

ました。セグメント利益は、販売価格の下落を受注数量の増加や原価削減効果で補うことができず12,817千円

（前年同期比71.1％減）となりました。 

  

 （その他の電子部品事業） 

 その他の電子部品の売上高は、25,952千円（前年同期比23.7％減）となりました。抵抗器及びインダクタの事

業縮小に伴い、受注数量が減少したことにより減収となりました。セグメント利益は、平均販売価格の上昇など

から1,474千円（前年同期は1,675千円のセグメント損失）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加203,207千円、受取手形及び売掛金の増

加104,054千円、製品の増加47,932千円、仕掛品の増加45,834千円、機械装置及び運搬具の増加481,834千円、建設

仮勘定268,324千円の増加等により、前連結会計年度末から1,119,143千円増加し、8,905,495千円となりました。

負債合計は、短期借入金の増加223,083千円、賞与引当金の増加68,225千円、設備関係支払手形522,252千円の増加

等により、前連結会計年度末から1,075,103千円増加し、5,970,792千円となりました。純資産合計は、その他有価

証券評価差額金の減少26,776千円、為替換算調整勘定74,905千円の増加等により、前連結会計年度末から44,040千

円増加し、2,934,703千円となりました。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第１四半期連結累計期間 

自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日 

当第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 

前年同期比 

売上高 千円 1,398,768 千円 1,511,296 ％ 8.0

セグメント利益 千円 44,390 千円 12,817 ％ △71.1

  

前第１四半期連結累計期間 

自 平成23年４月１日 

至 平成23年６月30日 

当第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 

前年同期比 

売上高 千円 34,015 千円 25,952 ％ △23.7

セグメント利益又は損失（△） 千円 △1,675 千円 1,474  －
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キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は205,696千円（前年同期は3,188千円の獲得）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14,157千円、減価償却費128,504千円、賞与引当金の増加

68,225千円千円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は56,728千円（前年同期は144,016千円の獲

得）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55,079千円、投資有価証券の取得による支出1,662

千円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は15,835千円（前年同期は71,232千円の使用）

となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）215,620千円、長期借入金の返済による支出184,391千円、配

当金の支払額14,743千円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 

 平成24年５月11日付「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ1,606千円増加しております。    

   

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．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,337,541 1,540,749

受取手形及び売掛金 1,545,677 1,649,732

商品及び製品 308,975 356,908

仕掛品 320,562 366,396

原材料及び貯蔵品 649,429 664,860

繰延税金資産 15 5,802

その他 225,483 114,655

貸倒引当金 △3,614 △3,961

流動資産合計 4,384,071 4,695,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 430,970 500,076

機械装置及び運搬具（純額） 1,692,990 2,174,824

工具、器具及び備品（純額） 66,497 75,921

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 13,242 12,320

建設仮勘定 536,674 804,998

有形固定資産合計 3,155,803 3,983,569

無形固定資産   

ソフトウエア 235 166

その他 15,003 14,529

無形固定資産合計 15,239 14,695

投資その他の資産   

投資有価証券 118,815 93,701

破産更生債権等 64,250 69,750

その他 112,422 118,383

貸倒引当金 △64,250 △69,750

投資その他の資産合計 231,237 212,085

固定資産合計 3,402,280 4,210,350

資産合計 7,786,351 8,905,495
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 885,044 923,266

短期借入金 989,624 1,212,707

1年内返済予定の長期借入金 737,352 737,212

未払法人税等 12,018 15,699

賞与引当金 44,527 112,753

設備関係支払手形 267,284 789,537

その他 443,286 583,012

流動負債合計 3,379,137 4,374,188

固定負債   

長期借入金 1,177,873 994,050

繰延税金負債 90 91

退職給付引当金 198,472 203,539

役員退職慰労引当金 130,380 91,460

その他 9,736 307,462

固定負債合計 1,516,552 1,596,603

負債合計 4,895,689 5,970,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,070,520 1,070,520

資本剰余金 957,810 957,810

利益剰余金 1,284,228 1,280,154

自己株式 △17,766 △17,779

株主資本合計 3,294,792 3,290,704

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,724 △34,501

為替換算調整勘定 △396,405 △321,499

その他の包括利益累計額合計 △404,129 △356,001

純資産合計 2,890,662 2,934,703

負債純資産合計 7,786,351 8,905,495
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,432,784 1,537,249

売上原価 1,081,773 1,201,122

売上総利益 351,010 336,127

販売費及び一般管理費 334,249 321,703

営業利益 16,760 14,423

営業外収益   

受取利息 176 162

受取配当金 1,598 1,243

助成金収入 7,874 －

為替差益 2,397 2,082

作業くず売却益 22,132 －

その他 3,052 8,183

営業外収益合計 37,231 11,671

営業外費用   

支払利息 8,616 9,402

その他 2,661 2,400

営業外費用合計 11,277 11,802

経常利益 42,715 14,292

特別利益   

固定資産売却益 174 －

特別利益合計 174 －

特別損失   

固定資産除却損 61 9

退職特別加算金 － 125

特別損失合計 61 134

税金等調整前四半期純利益 42,827 14,157

法人税、住民税及び事業税 2,031 9,276

法人税等調整額 3,295 △5,787

法人税等合計 5,326 3,488

少数株主損益調整前四半期純利益 37,501 10,668

四半期純利益 37,501 10,668
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（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 37,501 10,668

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,902 △26,776

為替換算調整勘定 33,819 74,905

その他の包括利益合計 8,916 48,128

四半期包括利益 46,417 58,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,417 58,797

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

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利益 42,827 14,157

減価償却費 122,590 128,504

貸倒引当金の増減額（△は減少） △206 178

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,170 68,225

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,768 5,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,930 △38,920

受取利息及び受取配当金 △1,774 △1,406

支払利息 8,616 9,402

為替差損益（△は益） 13 41

有形固定資産売却損益（△は益） △174 －

有形固定資産除却損 61 9

売上債権の増減額（△は増加） △179,764 △76,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,650 △86,018

仕入債務の増減額（△は減少） 20,516 7,390

未収入金の増減額（△は増加） △18,879 17,957

未払金の増減額（△は減少） 2,883 45,702

その他 79,460 124,837

小計 16,388 218,865

利息及び配当金の受取額 1,896 1,379

利息の支払額 △7,735 △8,479

法人税等の支払額 △7,361 △6,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,188 205,696

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △410

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,343 △55,079

有形固定資産の売却による収入 500 －

投資有価証券の取得による支出 △1,623 △1,662

子会社株式の取得による支出 △21 －

その他 505 424

投資活動によるキャッシュ・フロー 144,016 △56,728

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 120,672 215,620

長期借入れによる収入 － 268

長期借入金の返済による支出 △169,097 △184,391

自己株式の取得による支出 － △13

配当金の支払額 △22,114 △14,743

リース債務の返済による支出 △693 △905

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,232 15,835

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,581 23,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,553 188,566

現金及び現金同等物の期首残高 1,043,543 690,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,127,096 879,113
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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  

   

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）                      

     

Ⅱ 当第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  

   

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）                      

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（単位：千円）

  
報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   1,398,768   34,015  1,432,784 1,432,784

セグメント間の内部売上高又

は振替高  
－ －  － －

計  1,398,768 34,015  1,432,784 1,432,784

セグメント利益又は損失（△） 44,390 △1,675  42,715 42,715

（単位：千円）

利益  金額  

 報告セグメント計 42,715

 四半期連結損益計算書の経常利益  42,715

（単位：千円）

  
報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   1,511,296   25,952  1,537,249 1,537,249

セグメント間の内部売上高又

は振替高  
－ －  － －

計  1,511,296 25,952  1,537,249 1,537,249

セグメント利益  12,817 1,474  14,092 14,292

（単位：千円）

利益  金額  

 報告セグメント計 14,292

 四半期連結損益計算書の経常利益  14,292
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