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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 8,465 ― △410 ― △565 ― △752 ―

20年3月期第3四半期 9,065 ― 189 ― 56 ― 76 ―

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 △9,574.57 ―

20年3月期第3四半期 973.48 968.49

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 24,798 5,651 22.5 71,071.10
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3四半期  5,587百万円 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  有  
 

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 ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 9,500 △23.3 △1,150 ― △1,350 ― △1,850 ― △23,530.31

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  78,622株 20年3月期第3四半期  78,622株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)におけるわが国経済は、原材料の高

騰や米国経済の減速に伴う不透明な環境であったところに、期末にかけての米国大手金融機関の破綻をき

っかけとした金融不安の増幅により、実態経済は急速に悪化しました。また、企業収益の急激な減少によ

り設備投資の需要も大きく落ち込んでおり、主に装置産業からの受注に支えられている当社の動向もその

影響を大きく受けております。  

 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、当初、前年比20％減と予想されておりましたが、ここ

に来てそれ以上の減少傾向が続いており、回復の目処がたっておりません。また、前年度から続く半導体

メーカーの設備投資抑制に加えて世界的な同時不況が発生したことにより、構造セラミックス事業部門は

前年度に増して、厳しい受注状況となっております。  

（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冷え込みと自動車販売台数が低調なこと等による電子部品メー

カーの急激な生産調整の影響を受けております。  

（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おり、当第３四半期連結累計期間における受注は年度前半までは

堅調に推移いたしましたが、世界的な同時不況の影響を受け、液晶パネルメーカー及び液晶露光装置の需

要が大幅に減退し、急激な設備投資抑制の影響を受けております。  

 以上のような業界状況のもと、当第３四半期連結累計期間における売上高は、8,465,444千円(前年同期

比6.6％減)となりました。これは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。その結果、営業損失は410,603千円（前年同期営業利益189,424千円）、経常損失

は565,236千円（前年同期経常利益56,255千円）となりました。また、現時点で入手可能な情報に基づい

て繰延税金資産の回収可能性を再検討した結果、法人税等調整額235,243千円を計上し、四半期純損失は

752,772千円（前年同期四半期純利益76,536千円）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、売上高は相殺消去後、営業損益は相殺消去前となっております。  

（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等のＩＴ関連分野以

外での市場開拓を進めましたが、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4,670,330千円（前年同期比24.1％減）、営業損失は

455,545千円（前年同期営業利益487,994千円）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は年度前半、堅調でありましたが期末に向けての急激な消費

の落ち込みにより、電子部品メーカー各社が生産調整を行い、その影響を受けました。この結果、当該事

業の売上高は1,476,631千円（前年同期比14.0％減）となりました。一方、ベトナム企業への生産委託を

中心とするコスト削減策により営業利益は56,687千円（前年同期比94.6％増）となりました。  

（３）ＭＭＣ事業部門は、年度前半までは液晶製造装置業界の設備投資が顕著であったことにより受注は

堅調に推移し、回復を期待させるものでしたが、年度後半からの急激な設備投資抑制の影響を受けており

ます。しかしながら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2,318,482千

円（前年同期比93.4％増）、営業利益は7,966千円（前年同期営業損失316,859千円）となりました。 

※ 連結経営成績に関する定性的情報における前年同期比較に関する情報は、参考として記載しております。 

         

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、たな卸資産の増加などにより、24,798,042千円

（前連結会計年度末比689,113千円の増加）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19,146,922千円（前連結会計年度末比1,681,741千

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、5,651,120千円（前連結会計年度末

比992,627千円の減少）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
  資産、負債及び純資産の状況
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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、平成20年11

月７日に公表した数値を変更しております。詳細につきましては、本日、別途公表しております「通期業

績予想の修正、繰延税金資産の取崩し並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

    
  

該当事項はありません。 
     

①簡便な会計処理 

・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固定資産の減価償却費については、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。 
  
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。 

  

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、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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が

110,500千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が110,500千円それぞれ増加

しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 939,844 683,021 

受取手形及び売掛金 3,940,493 3,785,141 

商品 137,173 106,445 

製品 3,342,242 3,120,871 

半製品 722,776 683,245 

原材料 734,841 733,563 

仕掛品 3,670,808 3,592,415 

貯蔵品 70,235 57,005 

その他 346,846 426,772 

貸倒引当金 △5,756 △2,717 

流動資産合計 13,899,507 13,185,765 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,022,429 2,999,149 

機械装置及び運搬具（純額） 5,059,882 5,202,188 

土地 1,707,394 1,707,394 

その他（純額） 541,403 452,669 

有形固定資産合計 10,331,109 10,361,402 

無形固定資産   

のれん 7,644 10,193 

その他 106,217 96,297 

無形固定資産合計 113,862 106,490 

投資その他の資産   

その他 461,613 465,887 

貸倒引当金 △8,048 △10,617 

投資その他の資産合計 453,564 455,270 

固定資産合計 10,898,535 10,923,163 

資産合計 24,798,042 24,108,928 
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（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 1,678,997 1,972,637 

短期借入金 9,600,000 7,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,439,204 1,717,142 

未払法人税等 15,086 66,874 

賞与引当金 63,254 266,475 

その他 943,631 595,815 

流動負債合計 13,740,175 12,118,944 

固定負債   

長期借入金 4,774,129 4,737,399 

退職給付引当金 601,138 539,907 

役員退職慰労引当金 31,480 68,930 

固定負債合計 5,406,747 5,346,236 

負債合計 19,146,922 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 1,832,265 2,820,903 

株主資本合計 5,638,142 6,626,780 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △50,390 268 

評価・換算差額等合計 △50,390 268 

少数株主持分 63,367 16,698 

純資産合計 5,651,120 6,643,747 

負債純資産合計 24,798,042 24,108,928 
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(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 8,465,444 

売上原価 7,370,240 

売上総利益 1,095,204 

販売費及び一般管理費 1,505,807 

営業損失（△） △410,603 

営業外収益  

受取利息 623 

不動産賃貸料 28,903 

その他 4,921 

営業外収益合計 34,448 

営業外費用  

支払利息 142,041 

為替差損 24,924 

不動産賃貸費用 7,964 

その他 14,150 

営業外費用合計 189,081 

経常損失（△） △565,236 

特別利益  

固定資産売却益 1,837 

受取助成金 43,520 

賞与引当金戻入額 50,280 

受取損害賠償金 23,471 

特別利益合計 119,109 

特別損失  

固定資産処分損 14,642 

工場移転費用 64,099 

特別損失合計 78,742 

税金等調整前四半期純損失（△） △524,868 

法人税、住民税及び事業税 7,104 

法人税等調整額 235,243 

法人税等合計 242,348 

少数株主損失（△） △14,445 

四半期純損失（△） △752,772 
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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。 

  

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) 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。 

   

  

該当事項はありません。 

  

(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】

 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 4,670,330 1,476,631 2,318,482 8,465,444 ─ 8,465,444

(2)セグメント間の内部売上高
699,067 42,230 ─ 741,297 (741,297) ─

  又は振替高

計 5,369,398 1,518,861 2,318,482 9,206,742 (741,297) 8,465,444

営業利益又は営業損失(△) △455,545 56,687 7,966 △390,891 (19,711) △410,603

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

                                                   （単位：千円） 

 
           

       

前年同四半期(平成20年３月期 第３四半期) 

 
 (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。 
  
     

    

      

「参考資料」

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科 目

前年同四半期 
（平成20年３月期 
 第３四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 9,065,988

Ⅱ 売上原価 7,353,436

 売上総利益 1,712,551

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,523,126

 営業利益 189,424

Ⅳ 営業外収益 32,354

Ⅴ 営業外費用 165,523

 経常利益 56,255

Ⅵ 特別利益 61,787

Ⅶ 特別損失 18,692

 税金等調整前四半期純利益 99,350

  法人税、住民税及び事業税 93,822

  法人税等調整額 △71,008

 四半期純利益 76,536

 

  

(2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

 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 6,150,090 1,716,852 1,199,046 9,065,988 ─ 9,065,988

(2)セグメント間の内部売上高
278,478 15,216 ─ 293,695 (293,695) ─

  又は振替高

計 6,428,569 1,732,068 1,199,046 9,359,684 (293,695) 9,065,988

営業費用 5,940,574 1,702,937 1,515,906 9,159,418 (282,854) 8,876,563

営業利益又は営業損失(△) 487,994 29,131 △316,859 200,266 (10,841) 189,424
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当第３四半期連結累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。  

 
(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。 
                                           
              

6. 販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 製品

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)

販売高(千円)

構造セラミックス

半導体・液晶 
製造装置部品

2,529,645

静電チャック・溶射 
洗浄再生

1,225,465

機械部品 
耐磨耗部品

741,711

その他 173,507

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 754,253

圧電トランス 
圧電発音体 他

722,378

ＭＭＣ
半導体・液晶 
製造装置部品 他

2,318,482

合計 8,465,444
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