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四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  百万円未満四捨五入

（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１四半期  7,713  45.3  828  32.4  951  94.0  679  103.4

25年３月期第１四半期  5,310  △0.8  625  △37.0  490  △52.5  334  △51.4

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 918百万円（ ％）△488.7   25年３月期第１四半期 △236百万円 （ ％）△149.3

  
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１四半期  55.10  55.04

25年３月期第１四半期  27.11  27.10

  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 

26年３月期第１四半期  45,817  37,953  82.8  3,074.23

25年３月期  45,610  37,141  81.4  3,014.90

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 37,945百万円   25年３月期 37,108百万円 

  
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  － 15.00 － 15.00  30.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   16.00 － 16.00  32.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

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、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）  16,000  49.5  1,500  20.7  1,600  46.4  950  44.9  77.18

通期  34,000  39.3  3,700  61.8  3,900  24.4  2,650  29.9  215.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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） 26年３月期１Ｑ 12,372,000株 25年３月期 12,372,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 29,123株 25年３月期 63,673株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 12,316,362株 25年３月期１Ｑ 12,307,644株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは終了しておりません。

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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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の世界経済は、米国景気において緩やかな回復傾向が見られたものの、欧州の債務問

題長期化による景気回復の遅れや、中国の成長鈍化懸念の高まりなど不透明感が続きました。 

国内経済は、現政権による景気対策への期待感から、円安の進行、株式相場の上昇などによる消費マインドの好

転を背景として一部の高額品の消費回復が見られるなど、景気回復への期待が見られました。しかし、雇用や所得

水準は依然として厳しく、円安による輸入コスト増加、デジタル家電の消費マインド低迷が続くなど先行きが不透

明な状況で推移しました。  

このような経済環境の中、当社グループにおきましては省エネ・環境関連としてのセラミック基板や情報通信関

連としてのスマートフォン向けの部品などの差別化製品、光の質を重視させた照明機器などが堅調に推移しまし

た。  

 これらの結果、連結売上高は7,713百万円（前年同期比45.3％増）となりました。 

 連結利益に関しましては、営業利益は828百万円（前年同期比32.4％増）、経常利益は951百万円（前年同期比

94.0％増）、四半期純利益は679百万円（前年同期比103.4％増）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。 

  

①セラミック部品事業 

 連結売上高は前年同期比1.4％増の5,088百万円となりました。 

 当事業における環境関連市場は好調であり、特にＨＥＶやＬＥＤ向けのセラミック製品やスマートフォン向けの

部品などの売上高は堅調に推移しましたが、パソコン・テレビなどのデジタル家電向けを中心とした汎用電子部品

需要の回復は緩やかでありました。 

 この結果、営業利益は前年同期比25.1％増の1,014百万円となりました。 

  

②照明機器事業 

 連結売上高は前年同期比793.4％増の2,626百万円、営業利益は前年同期比60.2％増の37百万円となりました。 

当事業における連結売上高は、昨年12月に子会社となったＹＡＭＡＧＩＷＡが連結されたことにより、大幅な増収

となりました。 

ＹＡＭＡＧＩＷＡの照明機器は高級マンション・オフィス向けや博物館向けなどが堅調であり、光の質を重視し

たハイエンド照明の新規案件に対する引き合いも強くなってまいりました。さらに、公共関係を中心にＬＥＤ照明

機器の引き合いや採用が引き続き進んでいます。 

当社グループで培われたセラミック技術を応用したセラミックＬＥＤモジュールや、それらを使用した新しい照

明機器の開発と拡販に注力してまいります。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前期 当期 

平成25年３月期第１四半期 平成26年３月期第１四半期 

セラミック部品事業     

  売上高  5,016  5,088

  営業利益  811  1,014

照明機器事業     

  売上高  294  2,626

  営業利益又は営業損失（△）  23  37

合計     

  売上高  5,310  7,713

  営業利益  834  1,052

消去又は全社     

  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △209  △224

連結     

  売上高  5,310    7,713

  営業利益  625  828
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 （２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期末における連結の総資産は 百万円となり、前期末と比較して0.5％増加しました。 

 負債は 百万円となり、前期末と比較して7.2％減少しました。主に、退職給付引当金の減少によるもので

す。 

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して2.2％増加しました。主に、利益剰余金の増加によるもので

す。 

 この結果、自己資本比率は82.8％となっております。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年５月15日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 配当予想につきましては、中間配当金および期末配当金として１株当たり16円に修正いたします。年間配当金は

公表どおり１株当たり32円と修正はありません。 

   

   

（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 

 該当事項はありません。 

   

   

45,817

7,864

37,940

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 11,312,207 11,546,135

受取手形及び売掛金 8,560,253 7,847,907

電子記録債権 32,482 105,603

商品及び製品 1,793,457 1,713,590

仕掛品 1,250,820 1,367,442

原材料及び貯蔵品 2,449,066 2,662,454

繰延税金資産 259,673 359,619

その他 619,172 657,849

貸倒引当金 △22,740 △22,860

流動資産合計 26,254,390 26,237,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,840,067 8,860,490

減価償却累計額 △4,800,983 △4,799,756

建物及び構築物（純額） 4,039,084 4,060,734

機械装置及び運搬具 18,372,369 18,693,317

減価償却累計額 △11,925,537 △12,249,523

機械装置及び運搬具（純額） 6,446,832 6,443,794

土地 3,624,735 3,632,463

建設仮勘定 1,792,414 2,035,820

その他 3,918,132 4,027,165

減価償却累計額 △3,296,575 △3,399,459

その他（純額） 621,557 627,706

有形固定資産合計 16,524,622 16,800,517

無形固定資産   

のれん 1,006,461 933,915

その他 367,833 368,782

無形固定資産合計 1,374,294 1,302,696

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 1,456,671 1,475,849

固定資産合計 19,355,587 19,579,062

資産合計 45,609,977 45,816,801
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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 3,085,991 2,889,155

1年内返済予定の長期借入金 339,384 347,484

未払法人税等 607,325 315,016

賞与引当金 390,798 298,886

役員賞与引当金 4,750 2,375

設備関係支払手形 315,196 438,529

その他 1,717,607 1,967,843

流動負債合計 6,461,051 6,259,288

固定負債   

長期借入金 788,961 696,690

繰延税金負債 103,606 285,042

退職給付引当金 876,543 －

環境対策引当金 － 26,256

その他 238,832 596,584

固定負債合計 2,007,942 1,604,571

負債合計 8,468,993 7,863,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,646,720 8,646,720

資本剰余金 11,909,321 11,940,169

利益剰余金 17,181,113 17,675,099

自己株式 △134,250 △61,467

株主資本合計 37,602,904 38,200,521

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,517 32,283

為替換算調整勘定 △511,034 △287,959

その他の包括利益累計額合計 △494,517 △255,677

新株予約権 31,666 7,100

少数株主持分 931 997

純資産合計 37,140,984 37,952,942

負債純資産合計 45,609,977 45,816,801
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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 5,309,912 7,713,208

売上原価 3,766,780 4,912,512

売上総利益 1,543,132 2,800,696

販売費及び一般管理費 918,176 1,973,117

営業利益 624,956 827,579

営業外収益   

受取利息 6,197 10,007

受取賃貸料 22,858 23,592

為替差益 － 74,974

その他 9,544 40,719

営業外収益合計 38,598 149,292

営業外費用   

支払利息 465 2,811

為替差損 160,246 －

投資不動産賃貸費用 12,015 14,264

その他 670 8,860

営業外費用合計 173,396 25,936

経常利益 490,159 950,936

特別利益   

固定資産売却益 1,981 －

受取補償金 － 64,844

国庫補助金 206,750 －

特別利益合計 208,731 64,844

特別損失   

固定資産除売却損 7,544 12,128

固定資産圧縮損 206,750 －

ゴルフ会員権評価損 10,630 －

環境対策引当金繰入額 － 26,256

特別損失合計 224,924 38,384

税金等調整前四半期純利益 473,965 977,396

法人税、住民税及び事業税 30,412 204,441

法人税等調整額 109,837 94,279

法人税等合計 140,249 298,719

少数株主損益調整前四半期純利益 333,716 678,677

少数株主利益 86 66

四半期純利益 333,630 678,611
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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 333,716 678,677

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,378 15,766

為替換算調整勘定 △531,372 223,075

その他の包括利益合計 △569,750 238,841

四半期包括利益 △236,033 917,517

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △236,118 917,451

少数株主に係る四半期包括利益 85 66
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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．セグメント利益の調整額△209,126千円には、セグメント間取引消去7,084千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△216,210千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない販売管理費及び一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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．セグメント利益の調整額△223,943千円には、セグメント間取引消去7,169千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△231,112千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない販売管理費及び一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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。   

   

   

（４）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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額(注)１ 
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
セラミック部品

事業 
照明機器事業 計 

売上高    

外部顧客への売上高  5,016,003  293,909  5,309,912  －  5,309,912

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 802  2,869  3,671  △3,671  －

計    5,016,805  296,778  5,313,583  △3,671  5,309,912

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 810,812  23,270  834,082  △209,126  624,956

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額(注)１ 
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
セラミック部品

事業 
照明機器事業 計 

売上高    

外部顧客への売上高  5,087,564  2,625,644  7,713,208  －  7,713,208

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 4,226  4,206  8,432  △8,432  －

計    5,091,790  2,629,850  7,721,640  △8,432  7,713,208

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,014,236  37,286  1,051,522  △223,943  827,579
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