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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 8,740 ― △462 ― △639 ― △471 ―

20年3月期第3四半期 10,335 16.8 883 106.8 845 88.7 622 63.6

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 △56.17 ―

20年3月期第3四半期 73.90 ―

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 16,097 10,853 67.4 1,293.17
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3四半期  10,853百万円 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  有  

期末配当につきましては、現時点において未定であります。  

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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 10,800 △16.7 △1,050 ― △1,240 ― △1,600 ― △190.64

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たは、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。  

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  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3四半期  24,274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3四半期  8,392,966株 20年3月期第3四半期  8,417,013株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融市場の混乱により、米国をはじめとする各国経済の景気後退が鮮明となり、企業収益の大幅な落ち
込みや雇用情勢の急速な悪化から個人消費も大きく冷え込みました。特に第３四半期に入り、リーマンシ
ョックに端を発した金融危機による世界規模の急激な景気悪化により、その様相は一層顕著になりまし
た。 
 当社の関連する水晶デバイス業界におきましても、セットメーカーの大規模な生産調整のあおりを受け
て需要が大幅に減少し、併せて為替相場に円高も加わり、これまでにない厳しい状況が続いております。
 このような環境の中、当社グループは、「小型、高精度」の水晶振動子、発振器の拡販に注力してまい
りましたが、携帯電話向け、ＧＰＳ向けがともに大幅な生産・在庫調整で需要が減少いたしました。 
  これにより、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高8,740百万円となりました。 
 損益面につきましては、生産体制の見直しによるコスト削減を実施してまいりましたが、売上高の減少
や単価下落等による固定費の増加を吸収できず、また、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、機械装置の耐用年数変更にともなう償却費負担の増加等もあり、営業損失は462百万円となり
ました。また、円高による為替差損の計上もあり、経常損失は639百万円、四半期純損失は471百万円とな
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。 
  

①資産、負債、純資産の状況 
 当第３四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7.6％減少し、16,097百万円
となりました。 

（資産）  
  流動資産は前連結会計年度末に比べ15.5％減少し、8,222百万円となりました。  
  主な要因は受取手形及び売掛金の減少によるものであります。  
  固定資産は前連結会計年度末に比べ2.4％増加し、7,875百万円となりました。  
  主な要因は繰延税金資産の増加によるものであります。 
（負債）  

  流動負債は前連結会計年度末に比べ15.0％減少し、4,387百万円となりました。  
  主な要因は買掛金及び支払手形の減少、設備投資に係る未払金の減少によるものであります。 
  固定負債は前連結会計年度末に比べ6.1％増加し、856百万円となりました。  
  主な要因は退職給付引当金の増加によるものであります。 
（純資産）  

  純資産は前連結会計年度末に比べ5.2％減少し、10,853百万円となりました。  
  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。 
 なお、自己資本比率は1.7ポイント改善し、67.4％となりました。 

  

今後の経済状況につきましては、金融市場混乱の影響を引きずり、非常に厳しい状況に推移するものと
想定されます。個人消費も一層の低迷が懸念され、当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況が続く
ものと想定されます。このような状況の下、当社グループにおきましては、受注確保とカイゼン活動、生
産体制の見直し等によるコスト改善、高付加価値製品の拡販等に努めてまいる所存であります。 
 以上により、平成21年３月期の業績見通しにつきましては、売上高10,800百万円、営業損失1,050百万
円、経常損失1,240百万円、当期純損失1,600百万円を見込んでおります。 
  

・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

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
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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 
 当第３四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３四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、第２四半期連結会計期
間末の実施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に著しい変化が認
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・プランニングに当該著
しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。  
  

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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は206百万円
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206百万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、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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は126百万円
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126百万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。 
  

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 2,120,076 2,372,605

受取手形及び売掛金 2,728,932 3,640,926

製品 867,070 830,381

半製品 66,567 72,874

原材料 1,186,545 902,773

仕掛品 725,523 976,855

その他 532,816 941,928

貸倒引当金 △5,040 △7,760

流動資産合計 8,222,491 9,730,586

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,500,945 2,334,696

機械装置及び運搬具（純額） 3,717,110 3,700,242

土地 1,015,962 1,015,962

建設仮勘定 48,635 309,757

その他（純額） 109,346 126,459

有形固定資産合計 7,391,999 7,487,117

無形固定資産 24,240 11,732

投資その他の資産   

その他 476,079 215,915

貸倒引当金 △16,893 △16,893

投資損失引当金 － △10,000

投資その他の資産合計 459,186 189,022

固定資産合計 7,875,426 7,687,873

資産合計 16,097,917 17,418,459

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,873,800 3,566,190

短期借入金 1,000,000 －

未払法人税等 16,592 19,765

賞与引当金 32,256 213,099

その他 464,872 1,365,305

流動負債合計 4,387,522 5,164,361

固定負債   

退職給付引当金 742,227 697,017

役員退職慰労引当金 114,660 110,470

固定負債合計 856,887 807,487

負債合計 5,244,409 5,971,849
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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) 

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 3,727,731 4,293,481

自己株式 △31,976 △31,902

株主資本合計 10,869,515 11,435,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,210 5,963

為替換算調整勘定 2,203 5,138

評価・換算差額等合計 △16,006 11,102

少数株主持分 － 169

純資産合計 10,853,508 11,446,610

負債純資産合計 16,097,917 17,418,459
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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 8,740,204

売上原価 8,233,389

売上総利益 506,815

販売費及び一般管理費 969,205

営業損失（△） △462,390

営業外収益  

受取利息 5,115

助成金収入 5,945

その他 10,029

営業外収益合計 21,089

営業外費用  

支払利息 3,723

売上割引 6,278

為替差損 181,956

支払手数料 3,048

その他 3,033

営業外費用合計 198,040

経常損失（△） △639,340

特別利益  

補助金収入 29,435

貸倒引当金戻入額 2,720

特別利益合計 32,155

特別損失  

関係会社出資金評価損 14,400

固定資産除却損 13,591

事業構造改善費用 40,743

特別損失合計 68,735

税金等調整前四半期純損失（△） △675,921

法人税、住民税及び事業税 19,093

法人税等調整額 △223,321

法人税等合計 △204,227

少数株主損失（△） △243

四半期純損失（△） △471,450
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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損失（△） △675,921

減価償却費 1,122,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,720

投資損失引当金の増減額（△は減少） △10,000

支払利息 3,723

受取利息及び受取配当金 △5,830

為替差損益（△は益） 63,478

売上債権の増減額（△は増加） 1,117,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,088

仕入債務の増減額（△は減少） △1,116,148

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,190

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,209

固定資産除却損 13,591

その他の資産の増減額（△は増加） 370,478

その他の負債の増減額（△は減少） 185

小計 687,512

利息の支払額 △3,723

利息及び配当金の受取額 5,830

法人税等の支払額 △29,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 660,287

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 △1,971,360

無形固定資産の取得による支出 △13,324

投資有価証券の取得による支出 △2,264

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,986,949

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,000,000

自己株式の取得による支出 △73

配当金の支払額 △125,895

財務活動によるキャッシュ・フロー 874,031

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △518,387

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 2,120,076
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 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) 

 
(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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失が「水晶製品事業」に

おいて202百万円増加し、営業利益が「電子機器事業」において4百万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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失が「水晶製品事業」

において126百万円増加し、営業利益が「電子機器事業」において0百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

7,786 954 8,740 ― 8,740

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 93 93 (93) ―

計 7,786 1,047 8,833 (93) 8,740

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 622 151 △ 471 9 △ 462
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【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) 

 
(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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失は「日本」において

206百万円、「アジア地域」において0百万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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失は「日本」において

126百万円増加しております。  

  

【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) 

 
(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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

  

  

  
  

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

7,409 1,305 25 8,740 ― 8,740

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,509 24 44 1,578 (1,578) ―

計 8,918 1,329 70 10,318 (1,578) 8,740

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 468 30 △ 23 △ 462 ― △ 462

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,157 1,005 2,057 340 4,561

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 8,740

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.2 11.5 23.6 3.9 52.2

(6) 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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「参考資料」

 (要約) 前四半期連結損益計算書

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)

区  分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,335

Ⅱ 売上原価 8,416

  売上総利益 1,918

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,035

  営業利益 883

Ⅳ 営業外収益 17

Ⅴ 営業外費用 55

  経常利益 845

Ⅵ 特別利益 31

Ⅶ 特別損失 66

  税金等調整前四半期(当期)純利益 810

  税金費用 188

  少数株主利益(△損失) △ 0

  四半期純利益 622

 (要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

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(当期)純利益 810

 2 減価償却費 699

 3 売上債権の増減額 △ 293

 4 仕入債務の増減額 857

 5 たな卸資産の増減額 22

 6 その他 △ 261

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,835

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 △ 672

 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 △ 2

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 674

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 △ 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,033

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 2,762
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