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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 216,192 ― 35,286 ― 33,425 ― 18,026 ―

20年3月期第3四半期 264,534 21.1 54,584 39.6 55,216 42.4 37,804 59.1

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3四半期 54.00 53.94
20年3月期第3四半期 112.17 112.06

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3四半期 488,680 317,535 61.1 913.24
20年3月期 557,389 337,513 57.0 942.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  298,418百万円 20年3月期  317,594百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 11.00 22.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 274,000 △24.9 32,000 △53.9 32,000 △53.8 22,000 △52.1 66.23

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ページの【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ページの【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 
１．平成20年10月29日発表の通期業績予想を修正しております。なお、業績予想は現時点で当社が入手可能な情報に基づいており、実際の数値は今後様々な要因によ
り予想数値と大きく異なる可能性があります。詳細につきましては、次ページの【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。 
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3四半期  337,560,196株 20年3月期  337,560,196株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,790,215株 20年3月期  748,140株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  333,797,464株 20年3月期第3四半期  337,017,940株



当第３四半期累計期間における我が国経済は、世界的な景気の急減速を受けて企業収益や稼働率が大幅に低下し、

雇用情勢の悪化や設備投資の圧縮など大変厳しい状況となりました。 

当社グループにおきましても、セラミックス事業で自動車販売台数の低迷により自動車排ガス浄化用触媒担体やSiC

製ディーゼル・パティキュレート・フィルター（DPF）等の自動車関連製品の需要が大幅に減少したことや、エレクト

ロニクス事業においても半導体メーカーの設備投資抑制により半導体製造装置用セラミックスの需要が大幅に減少い

たしました。 

当第３四半期累計期間の売上高は、上記のほか、前期は連結対象であったエンジニアリング事業の子会社が当連結

会計年度の期首に他社と合併し持分法適用関連会社となった影響もあり、前年同期比18％減の2,161億92百万円となり

ました。 

利益面では、売上高の減少などに伴い営業利益は前年同期比35％減の352億86百万円、経常利益は同39％減の334億

25百万円となりました。また四半期純利益は、SiC製DPFの需要減に伴い米国小型トラック向けプロジェクトに関連す

る事業整理損を特別損失として計上したことなどから前年同期比52％減の180億26百万円となりました。 

なお前年同期比は参考として記載しております。 

  

当第３四半期末の総資産合計は4,886億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ687億8百万円減少いたしました。

これは子会社の１社が当期首に他社と合併したことにより持分法適用関連会社となり対象資産が減少したことに加

え、普通社債の償還や自己株式の取得などの原資として流動有価証券が減少したことなどによるものであります。 

負債合計は1,711億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ487億30百万円減少いたしました。これは上記の連結

範囲の変更及び普通社債の償還のほか、法人税等の支払いなどにより未払法人税等が減少したことなどによるもので

あります。 

また純資産合計は、四半期純利益により利益剰余金が増加したものの、配当金の支払い、市場買付けによる自己株

式の増加、有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ199億78百万円減少し3,175億35百万円と

なりました。 

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しについては、自動車関連、半導体製造装置関連、電子部品関連向けの需要が前回の予想よりさら

に低調となる見込みであること、為替相場が想定以上の円高で推移していることから、平成20年10月29日に公表した

業績予想数値を、売上高は210億円減の2,740億円、営業利益は100億円減の320億円にそれぞれ修正いたします。また

経常利益は円高に伴う為替差損の拡大により120億円減の320億円、当期純利益はSiC製DPFの需要減に伴い米国小型ト

ラック向けプロジェクトに関連する事業整理損を特別損失に計上する一方、海外連結子会社の留保利益の配当に係る

繰延税金負債の超過計上分取崩しで法人税等の減少があることから、80億円減の220億円に修正いたします。 

なお、前提となる期中平均為替レートは、１米ドル104円、１ユーロ153円としております（平成21年2月以降の為替

レート前提：１米ドル90円、１ユーロ120円）。 

  

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）  

  
 （参考）平成21年３月期の個別業績予想 （平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

今後、上記連結及び個別業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。なお、業績予想は現時

点で当社が入手可能な情報に基づいており、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があ

ります。    

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

1株当たり 
当期純利益（円）

前回発表予想 (A) 
 
  

295,000  
 

42,000  
 

44,000  
  

30,000 90.31
 (平成20年10月29日 発表) 

今回修正発表予想 （B）  274,000 32,000 32,000    22,000 66.23

増減額 （B-A)    △21,000  △10,000  △12,000    △8,000  －

増減率      △7.1％      △23.8％      △27.3％      △26.7％  －

（参考） 前期実績  364,888 69,377 69,324  45,951     136.36

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

1株当たり 
当期純利益（円）

前回発表予想 (A) 
   192,000    18,000    21,000    12,000 36.12 (平成20年10月29日 発表) 

今回修正発表予想 （B）  176,000 14,000 16,000    4,000 12.04

増減額 （B-A)    △16,000 △4,000  △5,000    △8,000  －

増減率       △8.3％      △22.2％      △23.8％      △66.7％  －

（参考） 前期実績  217,128 36,589 37,680  22,646     67.19



  該当事項はありません。  

   

① たな卸資産の評価方法 

  たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

 価切下げを行う方法によっております。 

② 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、主として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。  

   

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） 

（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 

（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 

 （会計基準等の改正に伴う変更） 

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

 日）を適用し、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。これにより、当第３四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546百万円減少しております。  

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の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「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」

 （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによ 

 り、当第３四半期連結累計期間の営業利益は129百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ 

 れぞれ163百万円減少し、四半期純利益は765百万円減少しております。    



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 65,260 63,854

受取手形及び売掛金 57,727 81,955

有価証券 25,374 68,916

たな卸資産 85,296 77,237

その他 20,489 21,197

貸倒引当金 △193 △189

流動資産合計 253,954 312,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,528 51,884

機械装置及び運搬具（純額） 62,250 75,393

その他（純額） 38,769 29,973

有形固定資産合計 150,547 157,251

無形固定資産 2,033 3,115

投資その他の資産   

投資有価証券 46,557 50,390

その他 35,907 34,014

貸倒引当金 △320 △354

投資その他の資産合計 82,144 84,051

固定資産合計 234,725 244,417

資産合計 488,680 557,389

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,668 37,709

短期借入金 4,891 3,508

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内返済予定の長期借入金 35,069 13,327

未払法人税等 1,210 15,743

引当金 3,442 2,999

その他 23,979 30,303

流動負債合計 94,262 113,592

固定負債   

長期借入金 38,000 61,026

退職給付引当金 16,636 18,937

その他の引当金 439 671

その他 21,806 25,647

固定負債合計 76,883 106,283

負債合計 171,145 219,875



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 69,849 69,849

資本剰余金 85,135 85,135

利益剰余金 163,081 150,400

自己株式 △13,965 △598

株主資本合計 304,100 304,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,877 12,535

繰延ヘッジ損益 △141 △4

為替換算調整勘定 △9,417 277

評価・換算差額等合計 △5,681 12,807

新株予約権 519 458

少数株主持分 18,597 19,460

純資産合計 317,535 337,513

負債純資産合計 488,680 557,389



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 216,192

売上原価 144,797

売上総利益 71,394

販売費及び一般管理費 36,108

営業利益 35,286

営業外収益  

受取利息 2,394

受取配当金 675

デリバティブ評価益 2,520

その他 930

営業外収益合計 6,521

営業外費用  

支払利息 1,839

為替差損 4,381

その他 2,161

営業外費用合計 8,382

経常利益 33,425

特別利益  

固定資産売却益 35

事業再構築引当金取崩益 338

特別利益合計 374

特別損失  

固定資産処分損 1,167

減損損失 915

投資有価証券評価損 251

事業整理損 5,064

特別損失合計 7,399

税金等調整前四半期純利益 26,400

法人税、住民税及び事業税 6,866

法人税等調整額 2,102

法人税等合計 8,969

少数株主損失（△） △595

四半期純利益 18,026



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   （注）１．事業区分の方法 

      事業区分は内部管理上採用している区分によっております。  

      ２．各事業区分の主要製品 

   （注）従来、区分掲記していた「エンジニアリング事業」の相当部分を占めていた連結子会社の㈱NGK水環境システムズが、富

士電機ホールディングス㈱の連結子会社でありました富士電機水環境システムズ㈱と合併したことにより共同支配企業

となったため、当社の連結の範囲から除外いたしましたので、第１四半期連結会計期間より同セグメントはなくなりま

した。これに伴い、従来「エンジニアリング事業」に含まれていた放射性廃棄物処理装置など一部の製品は、第１四半

期連結会計期間より「セラミックス事業」に含まれております。この結果、従来の方法と比較して、当第３四半期連結

累計期間の「セラミックス事業」の売上高は2,362百万円、営業利益は373百万円、それぞれ増加しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
電力関連 

事業 
（百万円） 

セラミックス
事業 

（百万円） 

エレクトロ
ニクス事業 
（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  54,795 110,786 50,610 216,192  － 216,192

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 28 10 － 39 (39) －

計  54,824 110,797 50,610 216,232 (39) 216,192

   営業利益  4,259 24,377  6,629 35,266  19 35,286

事業区分 主要製品

電 力 関 連 事 業 
がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置、電力貯蔵用NAS電池

（ナトリウム／硫黄電池） 

セ ラ ミ ッ ク ス 事 業 
自動車用セラミックス製品、化学工業用耐食機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装置・耐火物、

放射性廃棄物処理装置 

エレクトロニクス事業 ベリリウム銅圧延製品・加工製品、金型製品、電子工業用・半導体製造装置用セラミックス製品 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末に比して13,367百万円増加し、

13,965百万円となっております。これは主として下記の当社取締役会の決議に基づく当社普通株式の取得による

ものであります。 

   

決議 取得期間 取得株式数 取得総額 取得方法 

 平成20年７月28日 

  取締役会 

平成20年７月30日から 

 平成20年８月13日  
株5,000,000 7,696百万円 信託方式による市場買付

 平成20年10月29日 

  取締役会 

平成20年10月31日から 

 平成20年11月12日 
株5,000,000 5,664百万円 信託方式による市場買付



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  264,534

Ⅱ 売上原価  171,352

売上総利益  93,181

Ⅲ 販売費及び一般管理費  38,597

営業利益  54,584

Ⅳ 営業外収益  3,500

Ⅴ 営業外費用  2,868

経常利益  55,216

Ⅵ 特別利益  10,576

Ⅶ 特別損失  304

税金等調整前四半期純利益  65,488

法人税等  26,714

少数株主利益  969

四半期純利益  37,804



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。  

      ２．各事業区分の主要製品  

  

  

  

  

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
電力関連事業

（百万円） 

セラミックス

事業 

（百万円） 

エレクトロ 

ニクス事業 

（百万円） 

エンジニア 

リング事業  

（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  59,050 126,470 59,711 19,302 264,534 － 264,534

 （2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高  
 462 144 1,568 － 2,175  (2,175) －

計  59,512 126,614 61,279 19,302 266,709  (2,175) 264,534

営業費用  52,316 90,321 50,253 19,320 212,211     (2,262) 209,949

営業利益（又は営業損失）  7,196 36,293 11,026 (18) 54,497  87 54,584

事業区分 主要製品

電 力 関 連 事 業 
がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置、電力貯蔵用NAS電池

（ナトリウム／硫黄電池） 

セ ラ ミ ッ ク ス 事 業 自動車用セラミックス製品、化学工業用耐食機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装置・耐火物 

エレクトロニクス事業 ベリリウム銅圧延製品・加工製品、金型製品、電子工業用・半導体製造装置用セラミックス製品 

エンジニアリング事業 上水、下水処理装置、汚泥脱水・焼却装置、ごみ処理装備、放射性廃棄物処理装置 
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