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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 13,493 ― 617 ― 928 ― 476 ―

20年3月期第3四半期 15,102 △2.0 1,227 △6.4 1,481 △0.9 896 △6.9

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 44.28 ―

20年3月期第3四半期 82.87 82.62

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 29,971 26,369 88.0 2,459.72
20年3月期 32,850 27,774 84.5 2,571.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  26,369百万円 20年3月期  27,774百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― 14.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 14.00 28.00

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 17,200 △16.6 622 △60.5 988 △46.5 479 △56.5 44.68

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  

(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） 

(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 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。 
 
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。 

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3四半期  11,072,000株 20年3月期  11,072,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  351,820株 20年3月期  271,590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  10,742,090株 20年3月期第3四半期  10,812,699株



    (1) 経営成績の概況 

当第３四半期累計期間の日本経済は、原油価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の悪化や円高の

影響により、個人消費の低下や企業収益の減少に伴う設備投資の冷え込みなどで景気が急速に落ち込みました。 

また、世界経済全体で見ましても、金融市場の混乱とともに、米国や欧州における自動車販売の大幅な減少や住宅市場の

収縮、高い経済成長率を維持してきた中国においても輸出の大幅な減少が続くなど、実体経済は100年に一度の大不況に突

入しております。 

当社グループの属する電子部品関連市場におきましては、期初には半導体製造設備関連を除き比較的底堅い需要があり

ましたが、国内外の景気悪化による影響が、当第３四半期開始とともに強まってまいりました。 

このような状況の下、当社グループは先行投資してきた新商品群の量産立ち上げに注力すると同時に、既存製品において

も積極的な販売活動を展開してまいりました。また市況の動向にも適切な対応をすばやく行ってまいりました。しかしながら、経

済環境の大きな変化による影響を避けられず、当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比10.7％減の13,493百万

円となりました。営業利益は同49.8％減の617百万円となりました。経常利益は同37.3％減の928百万円、純利益は同46.9％減

の476百万円となりました。 

  

(2) セグメント別の概況(連結) 

セラミック部品事業 

売上高は前年同期比9.8％減の12,730百万円、営業利益は同36.7％減の1,125百万円となりました。新製品の増収効果が

あったものの、当第３四半期からの急激な受注減により、売上の低迷と収益への圧迫がありました。 

  

セラミック部品事業 部門別の売上高推移(連結) 

回路部品部門 

 回路部品部門の売上高は、前年同期比8.8％減の5,014百万円になりました。新規量産に入った車載用途の窒化アルミニウ

ム基板やグレーズ基板の受注増がありましたが、主力のチップ抵抗器用アルミナ基板において、特に中国及び東南アジア市

場からの受注が大幅に落ち込みました。 

機構部品部門 

 機構部品部門の売上高は、前年同期比19.6％減の3,145百万円となりました。石英ガラス製品において、半導体製造設備

市況の低迷が影響しました。 

高周波部品部門 

 高周波部品部門の売上高は、前年同期比3.8％増の1,522百万円となりました。薄膜回路製品の増収及び車載向けセラミッ

ク多層基板の量産移行によるものです。 

ＥＭＣ対策部品部門 

 ＥＭＣ対策部品部門の売上高は、前年同期比6.0%減の3,050百万円となりました。当第３四半期に入り、パソコン、液晶テレ

ビ、車載関連等すべての市場において在庫調整に伴う大幅な受注減少となり、当部門の収益は大きく影響を受けました。 

  

照明機器事業 

売上高は前年同期比22.5%減の763百万円、営業損失は127百万円となりました。 

従来型照明機器については引き続き減少傾向にありますが、ＬＥＤ照明機器は新商品の増強と拡販活動により順調に伸び

ております。 

  

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 



  

  

  セグメント別     （百万円）

      前年同四半期 当四半期 

      平成20年3月期第3四半期 平成21年3月期第3四半期 

  セラミック部品事業       

    売上高  14,119   12,730

    営業利益  1,777   1,125

  照明機器事業       

    売上高  984        763

    営業利益  △ 148   △127

  合計       

    売上高  15,102   13,493

    営業利益  1,629   998

  消去又は全社       

    売上高 - - 

    営業利益  △ 401    △381

  連結       

    売上高  15,102   13,493

    営業利益  1,227   617

                （百万円）

    前期 当期 

    平成20年3月期 平成21年3月期 

    1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 

  回路部品  1,692  1,868  1,936  1,673  1,868  1,907   1,239

  機構部品  1,325  1,330  1,258  1,186  1,164  1,116   865

  高周波部品  474  492  500  456  487  529   506

  EMC対策部品  1,041  1,064  1,138  1,046  1,087  1,254   708

  合 計  4,532  4,755  4,832  4,361  4,606  4,806   3,318

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における連結の総資産は29,971百万円となり、前期末と比較して2,879百万円減少しました。

主に受取手形及び売掛金の減少と、売上が期末に偏るという照明事業の体質を反映したことによるものです。負債は前期末と

比較して1,474百万円減少して3,602百万円となりました。純資産につきましては、為替換算調整勘定の減少等により1,405百万

円減少し、26,369百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における新規の設備投資額は1,166百万円であり、減価償却の実施額は1,469百万円でした。 

  

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,861百万円となりました。営業活動から得たキャッシュは

税金等調整前四半期純利益863百万円、減価償却費1,469百万円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは2,238百万円

となりました。 

投資活動に使用したキャッシュは有形固定資産の取得による支出1,545百万円等により、1,762百万円となりました。 

財務活動に使用したキャッシュは配当金の支払額256百万円の支出等により361百万円となりました。 



当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の実績に加え、今後さらに厳しさの増すと見込まれる事業環境の見通しを踏まえ、平成

20年11月７日に公表した業績予想数値を以下のとおり修正いたします。 

（通期） 

該当事項はありません。  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

一部の国内連結子会社において、当第３四半期連結会計期間末の一般債権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動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等を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な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。  

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。 

３．固定資産の減価償却費の算定方法 

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する方法により算定し

ております。 

４．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 

５．法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する方

法によっております。 

重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の

損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 

前回発表予想（Ａ）  19,450  1,490  1,580  946  88  05

今回修正予想（Ｂ）  17,200 622 988 479 44 68 

増減額（Ｂ－Ａ）  △2,250  △868  △592  △467 －   

増減率（％）  △11.6  △58.3  △37.5  △49.4 －   

前期実績  20,635  1,576  1,846  1,100  101  80

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 

１．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．棚卸資産の評価に関する会計基準 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として移動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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は、 千円減少しております。 

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。  

13,036

41,519



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、期首利益剰余金が146,745千円増加しております。なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。 



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 6,241,742 6,263,135

受取手形及び売掛金 5,150,628 6,648,967

たな卸資産 4,269,951 4,137,202

商品 186,686 190,786

製品 1,352,056 1,162,767

原材料 1,136,793 969,209

仕掛品 1,242,200 1,547,666

貯蔵品 352,216 266,773

その他 553,283 649,951

貸倒引当金 △10,701 △2,160

流動資産合計 16,204,902 17,697,095

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,341,260 7,549,669

減価償却累計額 △3,470,168 △3,318,569

建物及び構築物（純額） 3,871,092 4,231,100

機械装置及び運搬具 11,757,085 11,965,997

減価償却累計額 △7,696,354 △7,493,017

機械装置及び運搬具（純額） 4,060,731 4,472,980

土地 3,156,192 3,215,441

建設仮勘定 403,070 422,880

その他 2,800,988 3,366,444

減価償却累計額 △2,375,348 △2,725,670

その他（純額） 425,640 640,774

有形固定資産合計 11,916,726 12,983,174

無形固定資産 185,453 225,412

投資その他の資産 1,663,882 1,944,501

固定資産合計 13,766,061 15,153,087

資産合計 29,970,963 32,850,183



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,179,446 1,707,995

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 63,881 110,184

賞与引当金 190,469 356,892

役員賞与引当金 1,625 －

その他 1,492,926 2,088,249

流動負債合計 2,933,031 4,268,004

固定負債   

長期借入金 126,568 130,081

負ののれん 50,147 112,343

その他 492,449 565,384

固定負債合計 669,164 807,808

負債合計 3,602,195 5,075,812

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 6,709,850

資本剰余金 9,746,778 9,746,778

利益剰余金 12,497,271 12,324,972

自己株式 △741,515 △639,355

株主資本合計 28,212,384 28,142,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △130,026 △72,310

為替換算調整勘定 △1,713,740 △295,740

評価・換算差額等合計 △1,843,766 △368,051

少数株主持分 151 176

純資産合計 26,368,768 27,774,370

負債純資産合計 29,970,963 32,850,183



（２）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）

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 13,492,705

売上原価 10,264,346

売上総利益 3,228,360

販売費及び一般管理費 2,611,594

営業利益 616,766

営業外収益  

受取利息 43,429

受取賃貸料 85,562

為替差益 122,241

負ののれん償却額 62,196

その他 60,894

営業外収益合計 374,321

営業外費用  

支払利息 2,535

投資不動産賃貸費用 44,667

その他 16,035

営業外費用合計 63,238

経常利益 927,849

特別利益  

固定資産売却益 56,080

特別利益合計 56,080

特別損失  

固定資産除売却損 53,394

投資有価証券評価損 5,375

たな卸資産評価損 28,483

早期割増退職金 23,148

災害による損失 10,552

特別損失合計 120,952

税金等調整前四半期純利益 862,977

法人税、住民税及び事業税 168,584

法人税等調整額 218,756

法人税等合計 387,340

少数株主損失（△） △22

四半期純利益 475,659



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 862,977

減価償却費 1,469,257

負ののれん償却額 △62,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,541

投資有価証券売却損益（△は益） 3,006

固定資産除売却損益（△は益） △2,686

受取利息及び受取配当金 △49,999

為替差損益（△は益） 110,538

売上債権の増減額（△は増加） 1,241,621

たな卸資産の増減額（△は増加） △312,868

仕入債務の増減額（△は減少） △450,623

その他 △468,254

小計 2,377,315

利息及び配当金の受取額 52,137

利息の支払額 285

法人税等の支払額 △191,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,237,896

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 △347,249

定期預金の払戻による収入 19,845

有形固定資産の取得による支出 △1,545,169

有形固定資産の売却による収入 295,939

投資有価証券の取得による支出 △164,342

投資有価証券の売却による収入 21,351

子会社株式の取得による支出 △10,000

無形固定資産の取得による支出 △6,370

その他 △26,097

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,762,093

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △3,513

自己株式の取得による支出 △102,160

配当金の支払額 △255,762

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,435

現金及び現金同等物に係る換算差額 △409,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,643

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,837

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9,869

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,861,063



 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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

【定性的情報・財務諸表】４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益がセラミック部品事業で13,036千円減少しておりま

す。 

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）  

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業
（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  12,730,169  762,536  13,492,705  －  13,492,705

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 20,466  －  20,466  (20,466)  －

計  12,750,636  762,536  13,513,172  (20,466)  13,492,705

営業利益又は営業損失  1,124,780  △126,983  997,796  (381,031)  616,766

事業区分  主要製品 

セラミック部品事業  

回路部品（チップ抵抗器用セラミック基板等）、機構部品（石英

ガラス製品等）、高周波部品（BPF等）及びEMC対策部品（積層セ

ラミックコンデンサ等） 

照明機器事業 照明機器、情報表示装置等 



（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 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧米………イギリス、アメリカ 

３．会計処理の方法の変更 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

【定性的情報・財務諸表】４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が日本で13,036千円減少しておりま

す。  

（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 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧州………ドイツ、イギリス 

その他……アメリカ 

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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）  

項目 
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧米
（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  10,178,876  2,300,330  1,013,500  13,492,705  －  13,492,705

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 897,541  1,119,767  1,360  2,018,668 (2,018,668)  －

計  11,076,417  3,420,097  1,014,859  15,511,374 (2,018,668)  13,492,705

営業利益  628,589  322,950  51,386  1,002,924 (386,158)  616,766

〔海外売上高〕 

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）  

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,773,548  486,396  560,055  5,819,999

Ⅱ 連結売上高（千円）        13,492,705

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 35.4  3.6  4.1  43.1

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

 該当事項はありません。 

  

科目 

前年同四半期 

（平成20年３月期第３

四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  15,102

Ⅱ 売上原価  10,931

売上総利益  4,172

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,944

営業利益  1,227

Ⅳ 営業外収益  356

受取利息  56

受取賃貸料  79

負ののれんの償却額  152

その他  70

Ⅴ 営業外費用  103

支払利息  3

投資固定資産賃貸費用  41

為替差損  31

その他  28

経常利益  1,481

Ⅵ 特別利益  89

固定資産売却益  56

退職給付制度終了益  30

その他  3

Ⅶ 特別損失  227

固定資産除売却損  221

その他  6

税金等調整前四半期純利益  1,342

税金費用  446

少数株主利益  0

四半期純利益  896

６．その他の情報 
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