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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 2,914 ― △161 ― △81 ― △82 ―

20年3月期第1四半期 3,025 13.0 159 10.9 195 44.2 131 20.5

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 △9.78 ―

20年3月期第1四半期 15.63 ―

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 17,785 11,270 63.4 1,342.85
20年3月期 17,418 11,446 65.7 1,363.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,270百万円 20年3月期  11,446百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

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 6,640 0.3 30 △94.2 30 △93.9 20 △94.3 2.38
通期 14,000 3.0 400 △62.4 400 △55.4 350 △50.0 41.70

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、２ページ「【定性的情報・財務諸表等】」３．連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  8,417,200株 20年3月期  8,417,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  24,194株 20年3月期  24,194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  8,393,006株 20年3月期第1四半期  8,417,021株

－1－
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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１四半期における我が国経済は、米国サブプライム問題に端を発した世界経済の減速、原油等原材料

の高騰による個人消費の減速傾向、円高等の影響を受け景気は減速傾向にありました。
　このような環境の中、水晶デバイス関連の市況につきましては、米国に端を発した中国、アジア地域にお
ける需要の減退、在庫調整等の影響により、一部の製品を除き、業界全体需要は伸びず厳しいものとなりま
した。
　このような中、当社グループは比較的需要が堅調で、昨年来より生産能力の増強を図ってまいりました
「小型、高精度」水晶振動子、発振器の拡販に尽力いたしましたが、中国、アジア向け市場の需要減退、在庫
調整等の影響もあり出荷はほぼ前年並みとなりました。
　なお発光ダイオードの基板材料等で検討されている酸化亜鉛単結晶基板につきましては引き続きサンプル
出荷を行っております。
　これにより、当第１四半期の連結業績は、売上高2,914百万円(前年同期比3.7％減少)となりました。損益
につきましては棚卸資産の評価に関する会計基準の適用による簿価切下げ等もあり、営業損失161百万円(前
年同期は営業利益159百万円)となりましたが、為替差益の影響により一部相殺され経常損失81万円(前年同期
は経常利益195百万円)、四半期純損失82百万円(前年同期は四半期純利益131百万円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
①資産、負債、純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2.1％増加し、17,785百万円とな
りました。

（資産） 
　 流動資産は前連結会計年度末に比べ2.8％減少し、9,457百万円となりました。 
　 主な要因は受取手形及び売掛金の減少等であります。 
　 固定資産は前連結会計年度末に比べ8.3％増加し、8,328百万円となりました。 
　 主な要因は設備投資による有形固定資産の増加であります。
（負債） 

　 流動負債は前連結会計年度末に比べ10.3％増加し、5,696百万円となりました。 
　 主な要因は未払金の増加等であります。 
　 固定負債は前連結会計年度末に比べ1.4％増加し、818百万円となりました。 
　 主な要因は退職給付引当金の増加であります。
（純資産） 

　 純資産は前連結会計年度末に比べ1.5％減少し、11,270百万円となりました。 
　 主な要因は配当金の支払、四半期純損失の計上であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
国内、海外共に経済情勢は依然不透明感を拭えず、当社グループ、市場、取引先の動向に与える影響を判

断するのが難しい状況にあります。よって現時点においてこれらが当社業績に与える影響が不明瞭なため、
平成20年５月23日発表の業績予想は変更しておりません。
　当社グループを取り巻く環境を慎重に見極め、業績予想の修正が必要となった場合にはすみやかに開示い
たします。
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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
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。
②棚卸資産の評価方法 

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
③固定資産の減価償却の方法 

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る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。
④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方
法によっております。 
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

(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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業
会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。 
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は187百万円減少し、営業損失、経常損失及び
税金等調整前四半期純損失は187百万円それぞれ増加しております。 
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正
を行っております。 
　これによる損益に与える影響は軽微であります。
（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、固定資産の
耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、改正後の省令に基づく耐用年数を適用してお
ります。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は24百万円減少し、営業損失、経常損失及び
税金等調整前四半期純損失は24百万円それぞれ増加しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 2,345,780 2,372,605

受取手形及び売掛金 3,385,331 3,640,926

製品 1,027,488 830,381

半製品 62,085 72,874

原材料 1,108,512 902,773

仕掛品 898,271 976,855

その他 637,318 941,928

貸倒引当金 △7,760 △7,760

流動資産合計 9,457,029 9,730,586

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,575,125 2,334,696

機械装置及び運搬具（純額） 4,267,112 3,700,242

土地 1,015,962 1,015,962

建設仮勘定 133,232 309,757

その他（純額） 132,445 126,459

有形固定資産合計 8,123,879 7,487,117

無形固定資産 11,610 11,732

投資その他の資産

その他 219,619 215,915

貸倒引当金 △16,893 △16,893

投資損失引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 192,726 189,022

固定資産合計 8,328,217 7,687,873

資産合計 17,785,246 17,418,459

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,546,367 3,566,190

未払法人税等 45,524 19,765

賞与引当金 49,861 213,099

その他 2,054,395 1,365,305

流動負債合計 5,696,149 5,164,361

固定負債

退職給付引当金 709,618 697,017

役員退職慰労引当金 108,771 110,470

固定負債合計 818,390 807,487

負債合計 6,514,540 5,971,849
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,371,600 3,371,600

資本剰余金 3,802,160 3,802,160

利益剰余金 4,117,119 4,293,481

自己株式 △31,902 △31,902

株主資本合計 11,258,976 11,435,338

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,381 5,963

為替換算調整勘定 △1,819 5,138

評価・換算差額等合計 11,561 11,102

少数株主持分 167 169

純資産合計 11,270,705 11,446,610

負債純資産合計 17,785,246 17,418,459
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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 2,914,882

売上原価 2,741,836

売上総利益 173,046

販売費及び一般管理費合計 334,242

営業損失（△） △161,196

営業外収益

受取利息 1,504

為替差益 77,457

その他 4,963

営業外収益合計 83,925

営業外費用

売上割引 1,305

支払手数料 1,055

その他 1,395

営業外費用合計 3,755

経常損失（△） △81,026

特別利益

補助金収入 29,435

特別利益合計 29,435

特別損失

固定資産除却損 522

特別損失合計 522

税金等調整前四半期純損失（△） △52,113

法人税、住民税及び事業税 39,074

法人税等調整額 △9,053

法人税等合計 30,021

少数株主損失（△） △71

四半期純損失（△） △82,063
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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）

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)

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損失（△） △52,113

減価償却費 348,665

受取利息及び受取配当金 △1,715

為替差損益（△は益） △34,178

売上債権の増減額（△は増加） 461,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △317,897

仕入債務の増減額（△は減少） △443,581

賞与引当金の増減額（△は減少） △163,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,601

固定資産除却損 522

その他の資産の増減額（△は増加） 312,492

その他の負債の増減額（△は減少） 262,925

小計 384,087

利息及び配当金の受取額 1,715

法人税等の支払額 △17,364

営業活動によるキャッシュ・フロー 368,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △568,543

投資有価証券の取得による支出 △720

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △125,895

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,683

現金及び現金同等物の期首残高 2,372,605

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 265,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,345,780
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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)

水晶製品事業
(百万円)

電子機器事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

2,646 267 2,914 ― 2,914

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 91 91 (91) ―

計 2,646 359 3,006 (91) 2,914

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

△197 38 △159 (2) △161

(注) １ 事業区分の決定方法

　事業区分の決定に当たっては、使用目的、製造過程の方法及び市場・販売方法の類似性を勘案して

水晶製品事業と電子機器事業の製品系列別事業区分としております。

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

(1) 水晶製品事業・・・水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、人工水晶、光学用水晶、酸化亜鉛単結晶 

(2) 電子機器事業・・・メカトロニクス機器、カスタム機器、高周波電力計

３ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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 ②」に記載の通り、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）を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、「水晶製品事業」において営業損失が183百万円増加し、「電子機

器事業」において営業利益が3百万円減少しております。

４ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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（追加情報）」に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の

改正を契機として、固定資産の耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、改正後の省令に基

づく耐用年数を適用しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「水晶製品事業」において営業損失が24百万円増加し、「電子

機器事業」において営業利益が0百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

　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)

日本
(百万円)

北米地域
(百万円)

アジア地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

2,595 319 ― 2,914 ― 2,914

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

426 5 24 456 (456) ―

計 3,022 324 24 3,371 (456) 2,914

　 営業利益又は
　 営業損失(△)

△156 4 △8 △161 ― △161

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米地域・・・米国
　(2) アジア地域・・中国

３ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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 ②」に記載の通り、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）を適用しております。 

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業損失は「日本」において184百万円、「アジア地域」におい

て2百万円それぞれ増加しております。

４ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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（追加情報）」に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の

改正を契機として、固定資産の耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、改正後の省令に基

づく耐用年数を適用しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失は「日本」において24百万円増加しております。 

【海外売上高】

　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)

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 363 231 746 120 1,461

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 2,914

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

12.5 8.0 25.6 4.1 50.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) 欧州・・・スウェーデン、フィンランド、ドイツ等

　(2) 北米・・・米国、カナダ、メキシコ等

　(3) アジア・・韓国、台湾、香港、中国等

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 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」

　(要約) 前四半期連結損益計算書

前四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

区 分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 3,025

Ⅱ 売上原価 2,556

　 売上総利益 469

Ⅲ 販売費及び一般管理費 309

　 営業利益 159

Ⅳ 営業外収益 39

Ⅴ 営業外費用 3

　 経常利益 195

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 0

　 税金等調整前四半期純利益 195

　 税金費用 63

　 少数株主利益 0

　 四半期純利益 131

　(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

区 分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　1 税金等調整前四半期純利益 195

　2 減価償却費 214

　3 売上債権の増減額 36

　4 仕入債務の増減額 131

　5 たな卸資産の増減額 △21

　6 その他 219

　営業活動によるキャッシュ・フロー 775

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　1 有形固定資産の取得による支出 △332

　2 有形固定資産の売却による収入 1

　 3 投資有価証券の取得による支出 △0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △332

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 1 自己株式の取得による支出 △0

　 2 配当金の支払額 △126

　財務活動によるキャッシュ・フロー △126

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 320

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,728

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,048
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