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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）

(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 4,392 △0.0 △99 ― 18 △67.9 18 △50.6
25年3月期第3四半期 4,394 8.1 15 ― 57 ― 38 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 35百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 131百万円 （―％）

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 2.57 ―
25年3月期第3四半期 5.21 ―

(2) 連結財政状態
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3四半期 8,196 3,241 39.5 439.73
25年3月期 8,849 3,132 35.4 424.90
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,241百万円 25年3月期 3,132百万円

2. 配当の状況
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 ― 1.00 ― 2.00 3.00
26年3月期 ― 1.00 ―
26年3月期（予想） 2.00 3.00

（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）

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 6,806 9.6 118 ― 96 △28.6 83 △25.5 11.34

（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

(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
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

(4) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 7,492,652 株 25年3月期 7,492,652 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 121,222 株 25年3月期 121,148 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,371,491 株 25年3月期3Q 7,371,518 株

※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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な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、当社としてその実現を約束するものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に企業収益が改善し、

設備投資も改善の兆しが見られるなど緩やかな景気回復基調に推移しました。一方、新興国経済の成長鈍化に対す

る懸念もあり、引き続き先行き不透明な状態が続いております。

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、スマートフォン向けは新興国メーカーの台

頭により需要旺盛でありますが、テレビやデジカメ向け等の民生機器向けは、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。

このような状況のなか、当社グループは、「超小型水晶デバイス」を軸とした事業展開と業務効率や生産性の向

上等の原価低減活動に取り組み、収益の確保に努めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高4,392,626千円（前年同期比0.0％減）、営業損失

99,041千円（前年同期は15,195千円の営業利益）、経常利益18,306千円（前年同期比67.9％減）、四半期純利益

18,971千円（同50.6％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4,326,982千円（前年同期比0.1％増）となりました。スマートフォン等の移動体通信機器

向けは前年同期を上回りましたが、パソコン・周辺機器向けやデジタルカメラ向けの需要落ち込みの影響により

ほぼ横ばいとなりました。セグメント利益は、円安による為替差益の発生もありましたが、販売価格の下落や減

価償却費等の増加もあり22,578千円（前年同期比57.9％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65,644千円（前年同期比9.1％減）となりました。抵抗器の生産縮小及びインダ

クタの生産終了に伴い、受注数量が大幅に減少したことにより減収となりました。セグメント損失は、減収の影

響により4,271千円（前年同期は3,377千円のセグメント利益）となりました。

（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資産合計は、現金及び預金の減少302,183千円、受取手形及び売掛金の減

少429,153千円、商品及び製品の増加346,595千円、建設仮勘定の減少214,485千円等により、前連結会計年度末よ

り652,489千円減少し、8,196,570千円となりました。負債合計は、１年内返済予定の長期借入金の減少296,625千

円、長期借入金の減少401,664千円、長期未払金の減少49,165千円等により、前連結会計年度末より761,794千円減

少し、4,955,135千円となりました。純資産合計は、為替換算調整勘定の増加102,873千円等により、前連結会計年

度末より109,305千円増加し、3,241,434千円となりました。

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３四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496,512千円（前年同期は93,159千円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益29,715千円、減価償却費504,735千円、賞与引当金の増

加40,765千円、売上債権の減少502,800千円、たな卸資産の増加469,025千円、仕入債務の減少223,347千円、未払

金の増加54,746千円等によるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

前年同期比

売上高 千円4,322,588 千円4,326,982 ％0.1

セグメント（経常）利益 千円53,643 千円22,578 ％△57.9

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

前年同期比

売上高 千円72,198 千円65,644 ％△9.1

セグメント（経常）利益又は損

失（△）
千円3,377 千円△4,271 ％△226.5
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は130,313千円（前年同期は893,575千円の使

用）となりました。これは主に定期預金の預入による支出532,220千円、定期預金の払戻による収入715,847千円、

有形固定資産の取得による支出64,153千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３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は818,997千円（前年同期は951,430千円の獲

得）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出698,289千円、長期未払金返済による支出103,174千

円、社債の償還による支出20,000千円等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想から変更ご

ざいません。今後の業績推移に応じて、修正の必要が生じた場合は速やかに公表いたします。

（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。

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 1,382,842 1,080,658

受取手形及び売掛金 1,696,688 1,267,534

商品及び製品 377,933 724,529

仕掛品 388,420 540,218

原材料及び貯蔵品 735,602 733,278

繰延税金資産 2,384 6,656

その他 210,224 140,024

貸倒引当金 △6,380 △6,648

流動資産合計 4,787,716 4,486,252

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 483,658 467,127

機械装置及び運搬具（純額） 2,548,116 2,400,448

工具、器具及び備品（純額） 64,739 65,756

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 17,640 13,960

建設仮勘定 241,620 27,134

有形固定資産合計 3,771,204 3,389,855

無形固定資産

ソフトウエア 3,387 3,552

その他 13,105 11,681

無形固定資産合計 16,492 15,233

投資その他の資産

投資有価証券 142,269 162,129

破産更生債権等 74,500 82,750

その他 133,627 145,249

貸倒引当金 △76,750 △84,900

投資その他の資産合計 273,646 305,228

固定資産合計 4,061,343 3,710,317

資産合計 8,849,059 8,196,570
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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 794,512 679,390

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 1,094,359 1,123,762

1年内返済予定の長期借入金 922,381 625,756

未払法人税等 12,628 3,244

賞与引当金 39,486 80,251

設備関係支払手形 75,961 63,975

その他 358,442 414,743

流動負債合計 3,337,772 3,031,124

固定負債

社債 160,000 140,000

長期借入金 1,665,123 1,263,459

繰延税金負債 3,596 8,789

退職給付引当金 212,188 216,810

役員退職慰労引当金 97,650 107,290

長期未払金 227,891 178,726

その他 12,707 8,936

固定負債合計 2,379,157 1,924,011

負債合計 5,716,930 4,955,135

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 1,374,255 1,371,112

自己株式 △17,779 △17,841

株主資本合計 3,384,806 3,381,601

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,015 15,651

為替換算調整勘定 △258,692 △155,818

その他の包括利益累計額合計 △252,676 △140,166

純資産合計 3,132,129 3,241,434

負債純資産合計 8,849,059 8,196,570
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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 4,394,786 4,392,626

売上原価 3,409,829 3,494,844

売上総利益 984,957 897,782

販売費及び一般管理費 969,762 996,823

営業利益又は営業損失（△） 15,195 △99,041

営業外収益

受取利息 1,390 1,310

受取配当金 2,472 2,555

為替差益 47,935 135,715

その他 19,467 7,429

営業外収益合計 71,265 147,011

営業外費用

支払利息 27,040 22,580

社債利息 － 598

その他 2,400 6,484

営業外費用合計 29,440 29,663

経常利益 57,020 18,306

特別利益

固定資産売却益 175 －

受取保険金 － 11,989

特別利益合計 175 11,989

特別損失

固定資産売却損 24 282

固定資産除却損 467 298

退職特別加算金 125 －

特別損失合計 617 581

税金等調整前四半期純利益 56,579 29,715

法人税、住民税及び事業税 17,452 15,016

法人税等調整額 718 △4,271

法人税等合計 18,170 10,744

少数株主損益調整前四半期純利益 38,408 18,971

四半期純利益 38,408 18,971
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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 38,408 18,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,510 9,636

為替換算調整勘定 21,932 102,873

その他の包括利益合計 △2,578 112,509

四半期包括利益 35,830 131,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 35,830 131,480
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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)

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 56,579 29,715

減価償却費 469,648 504,735

貸倒引当金の増減額（△は減少） 160 △348

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,348 40,765

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,914 4,621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,740 9,640

受取利息及び受取配当金 △3,863 △3,866

支払利息 27,040 23,179

為替差損益（△は益） △37 △93

有形固定資産売却損益（△は益） △151 282

有形固定資産除却損 467 298

売上債権の増減額（△は増加） 5,395 502,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △582,068 △469,025

仕入債務の増減額（△は減少） 155,157 △223,347

未収入金の増減額（△は増加） 30,915 24,926

未払金の増減額（△は減少） 3,944 54,746

その他 △15,685 40,813

小計 126,024 539,844

利息及び配当金の受取額 3,647 4,033

利息の支払額 △26,425 △22,573

法人税等の支払額 △10,087 △24,792

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,159 496,512

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 △493,608 △532,220

定期預金の払戻による収入 493,141 715,847

有形固定資産の取得による支出 △886,089 △64,153

有形固定資産の売却による収入 630 16,462

無形固定資産の取得による支出 △2,712 △226

投資有価証券の取得による支出 △4,913 △5,034

その他 △24 △362

投資活動によるキャッシュ・フロー △893,575 130,313

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） 508,231 26,408

長期借入れによる収入 1,100,253 －

長期借入金の返済による支出 △584,830 △698,289

長期未払金の返済による支出 △46,663 △103,174

社債の償還による支出 － △20,000

自己株式の取得による支出 △13 △61

配当金の支払額 △22,114 △19,841

リース債務の返済による支出 △3,431 △4,040

財務活動によるキャッシュ・フロー 951,430 △818,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,191 40,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 155,206 △151,237

現金及び現金同等物の期首残高 690,546 705,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 845,753 554,464
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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

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

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）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
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 4,322,588 72,198 4,394,786 4,394,786

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － －

計 4,322,588 72,198 4,394,786 4,394,786

セグメント利益 53,643 3,377 57,020 57,020

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 57,020

四半期連結損益計算書の経常利益 57,020

（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 4,326,982 65,644 4,392,626 4,392,626

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － －

計 4,326,982 65,644 4,392,626 4,392,626

セグメント利益又は損失（△） 22,578 △4,271 18,306 18,306

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 18,306

四半期連結損益計算書の経常利益 18,306
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