
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 日本セラテック 上場取引所 東 

コード番号 5345 URL http://www.ceratech.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 武井 明

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 宇野 信一郎 TEL 022-378-9231

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 2,739 ― △643 ― △659 ― △562 ―

20年3月期第1四半期 3,046 ― △311 ― △316 ― △251 ―

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

21年3月期第1四半期 △7,148.68 ―

20年3月期第1四半期 △3,197.36 ―

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

21年3月期第1四半期 24,236 5,852 24.0 74,011.54
20年3月期 24,108 6,643 27.5 84,290.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,818百万円 20年3月期  6,627百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 6,100 ― △400 ― △500 ― △410 ― △5,214.83

通期 13,000 5.0 350 △27.9 170 △37.1 100 △55.8 1,271.91

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「4． その他」をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「4． その他」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績はさまざまな要因で予想数値と異なることがあります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  78,622株 20年3月期  78,622株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  78,622株 20年3月期第1四半期  78,622株
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【定性的情報・財務諸表等】

   
1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気回復が足踏み状態にあり、一部に弱い動きが見ら

れ、個人消費、企業の設備投資ともに横ばいの状態が続いております。また、装置産業からの受注に支えら

れるところの大きい当社の動向も企業設備投資抑制の影響を受けております。 

　当社グループに関連する各業界の状況は下記のとおりであります。 

（１）2008年度の半導体製造装置の世界販売額は、前年度比20％減と予想されています。また、４～５月度

における日本国内での半導体製造装置販売高は、前年同期比13.7％の減少となっています。半導体メーカー

の設備投資抑制により、構造セラミックス事業部門は前年度に続き、依然、厳しい受注状況が続いておりま

す。 

（２）圧電セラミックス事業部門の主要顧客である電子通信機器業界及びエレクトロニクス業界は、携帯電

話、デジタル家電製品などの個人消費の伸び悩みに影響を受けはじめています。 

（３）ＭＭＣ（Metal Matrix Composites 金属基複合材）事業部門の主要顧客である液晶製造装置業界で

は、ＴＦＴ-ＬＣＤ（薄膜トランジスタ方式液晶ディスプレイ）及びＬＥＤ（発光ダイオード）向けのほか薄

膜太陽電池向け装置が期待されていますが、いずれも当第１四半期連結会計期間における受注は伸び悩みま

した。 

　以上のような業界状況のもと、当第１四半期連結会計期間における売上高は、2,739,863千円（前年同期比

10.0％減）となりました。主力事業である構造セラミックス事業部門の業績が不振だったことが大きく影響

しております。これにより、営業損失は643,913千円（前年同期営業損失311,652千円）経常損失は659,863千

円（前年同期経常損失316,895千円）、四半期純損失は562,043千円（前年同期四半期純損失251,382千円）と

なりました。 

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、各数値のセグメント間取引については

相殺消去後となっております。

（１）構造セラミックス事業部門では、耐磨耗産業機械部品・化学プラント向け製品での市場開拓が進みま

したが、一方で主力製品である半導体製造装置向け部品の価格下落を食い止めることはできませんでした。

また、メモリー分野での設備投資減とデバイス価格の下落による前年度後半からの装置需要下降の影響を受

け、当該事業の売上高は1,463,965千円（前年同期比33.3％減）となりました。 

（２）圧電セラミックス事業部門は、主要顧客である電子通信機器業界及びエレクトロニクス業界のうち、

携帯電話、デジタルカメラ等の個人消費が堅調でありました。この結果、当該事業の売上高は592,227千円

（前年同期比17.2％増）となりました。 

（３）ＭＭＣ事業部門は、前年度後半に引き続き、液晶パネルメーカーの設備投資計画が見直され、受注が

回復傾向にあります。過年度に投資を行った製造設備の稼働率も上がり、当該事業の売上高は683,669千円

（前年同期比97.5％増）となりました。今後も引き続き液晶露光装置の5.5世代～10世代相当の大型設備、Ｌ

ＥＤ向け、薄膜太陽電池製造装置向け部品の伸びが期待されています。 

        
2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の総資産につきましては、売上債権の増加などにより、24,236,320千円（前連結会計年度

末比127,391千円の増加）となりました。

　負債につきましては、短期借入金の増加などにより18,383,407千円（前連結会計年度末比918,226千円の増

加）となりました。

　純資産につきましては、四半期純損失を計上したことなどにより、5,852,912千円（前連結会計年度末比

790,835千円の減少）となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）につきましては、本年５月12日

の決算発表時に公表した予想から変更はありません。
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4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

　
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

・固定資産の減価償却の算定方法

  定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。

・退職給付引当金

　退職給付費用、数理計算上の差異の費用処理額については、当連結会計年度に係る年間の費用処理

額を期間按分して算定する方法によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総損失、営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失が120,860千円それぞれ増加しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 748,039 683,021

受取手形及び売掛金 3,932,246 3,785,141

商品 101,144 106,445

製品 2,911,951 3,120,871

半製品 645,881 683,245

原材料 760,223 733,563

仕掛品 3,727,410 3,592,415

貯蔵品 61,949 57,005

その他 505,838 426,772

貸倒引当金 △2,643 △2,717

流動資産合計 13,392,041 13,185,765

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,973,697 2,999,149

機械装置及び運搬具（純額） 5,067,163 5,202,188

土地 1,707,394 1,707,394

その他（純額） 550,391 452,669

有形固定資産合計 10,298,646 10,361,402

無形固定資産

のれん 9,343 10,193

その他 101,632 96,297

無形固定資産合計 110,976 106,490

投資その他の資産

その他 445,272 465,887

貸倒引当金 △10,617 △10,617

投資その他の資産合計 434,655 455,270

固定資産合計 10,844,278 10,923,163

資産合計 24,236,320 24,108,928
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,799,306 1,972,637

短期借入金 8,975,000 7,500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,624,977 1,717,142

未払法人税等 14,805 66,874

賞与引当金 115,106 266,475

その他 733,331 595,815

流動負債合計 13,262,527 12,118,944

固定負債

長期借入金 4,536,398 4,737,399

退職給付引当金 560,221 539,907

役員退職慰労引当金 24,260 68,930

固定負債合計 5,120,879 5,346,236

負債合計 18,383,407 17,465,181

純資産の部

株主資本

資本金 1,826,521 1,826,521

資本剰余金 1,979,355 1,979,355

利益剰余金 2,023,056 2,820,903

株主資本合計 5,828,934 6,626,780

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △9,998 268

評価・換算差額等合計 △9,998 268

少数株主持分 33,977 16,698

純資産合計 5,852,912 6,643,747

負債純資産合計 24,236,320 24,108,928
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,739,863

売上原価 2,844,456

売上総損失（△） △104,593

販売費及び一般管理費 539,319

営業損失（△） △643,913

営業外収益

受取利息 54

為替差益 24,826

不動産賃貸料 9,407

その他 571

営業外収益合計 34,859

営業外費用

支払利息 42,273

不動産賃貸費用 2,950

その他 5,586

営業外費用合計 50,809

経常損失（△） △659,863

特別利益

受取助成金 43,520

賞与引当金戻入額 50,280

特別利益合計 93,800

特別損失

固定資産処分損 2,950

特別損失合計 2,950

税金等調整前四半期純損失（△） △569,013

法人税、住民税及び事業税 2,564

法人税等調整額 △9,534

法人税等合計 △6,969

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △562,043
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

 構造セラ
ミックス
（千円）

 圧電セラ
ミックス
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

計
（千円）

消 去
又は全社
（千円）

連 結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,463,965 592,227 683,669 2,739,863 ─ 2,739,863

(2)セグメント間の内部売上高
158,480 33,336 ─ 191,816 (191,816) ─

　 又は振替高

計 1,622,445 625,564 683,669 2,931,679 (191,816) 2,739,863

営業損失(△) △419,456 △68,046 △152,568 △640,071 (3,841) △643,913

(注) 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

                                                   （単位：千円）

科 目

前年同四半期
（平成20年３月期
　第１四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 3,046,991

Ⅱ 売上原価 2,813,060

　売上総利益 233,931

Ⅲ 販売費及び一般管理費 545,584

　営業損失(△) △311,652

Ⅳ 営業外収益 38,472

Ⅴ 営業外費用 43,715

　経常損失(△) △316,895

Ⅵ 特別利益 34,640

Ⅶ 特別損失 9,464

　税金等調整前四半期純損失(△) △291,720

　 法人税、住民税及び事業税 8,179

　 法人税等調整額 △48,516

　四半期純損失(△) △251,382

          

      

(2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前年同四半期(平成20年３月期第１四半期)

 構造セラ
ミックス
（千円）

 圧電セラ
ミックス
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

計
（千円）

消 去
又は全社
（千円）

連 結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,195,483 505,386 346,121 3,046,991 ─ 3,046,991

(2)セグメント間の内部売上高
23,874 ─ ─ 23,874 (23,874) ─

　 又は振替高

計 2,219,357 505,386 346,121 3,070,865 (23,874) 3,046,991

営業費用 2,308,355 548,821 521,970 3,379,148 (20,503) 3,358,644

営業損失(△) △88,998 △43,435 △175,849 △308,282 (3,370) △311,652

(注) 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
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㈱日本セラテック (5345) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

6. 販売の状況

　
当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の

とおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 製品

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

販売高(千円)

構造セラミックス

半導体・液晶
製造装置部品

825,383

静電チャック・溶射
洗浄再生

365,374

機械部品
耐磨耗部品

227,542

その他 45,664

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 323,882

圧電トランス
圧電発音体 他

268,345

ＭＭＣ
半導体・液晶
製造装置部品 他

683,669

合計 2,739,863

(注) １ 金額は、販売価格によっております。

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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