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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 52,238 △31.1 4,044 △72.6 3,806 △74.0 2,614 △70.9

21年3月期第1四半期 75,870 ― 14,779 ― 14,613 ― 8,986 ―

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

22年3月期第1四半期 8.00 7.99
21年3月期第1四半期 26.68 26.65

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

22年3月期第1四半期 436,501 305,210 65.8 879.02
21年3月期 444,202 301,424 63.8 867.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  287,212百万円 21年3月期  283,344百万円

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

21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

99,000 △35.0 3,500 △87.9 2,500 △91.3 2,000 △89.3 6.12

通期 230,000 △15.8 15,000 △54.3 16,000 △49.2 11,000 △55.0 33.67



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、４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、４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 

１．平成21年５月12日発表の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、３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 及び平成21年７月30日付の適時開示 「業績予想の修正に関するお知らせ」 をご覧ください。 
２．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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 337,560,196株 21年3月期  337,560,196株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,818,724株 21年3月期  10,808,134株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 326,746,196株 21年3月期第1四半期 336,806,593株



当第１四半期における日本経済は、政府による政策の効果もあり個人消費や生産活動の一部に復調の兆しが見えてきた

ものの、設備投資や雇用・所得環境は引続き厳しく自律的な回復には至っていないほか、欧米経済も景気の底入れを確認

できるにはなお時間を要すると思われます。 

当社グループにおきましても、景気低迷が長引いている影響は大きく、セラミックス事業で自動車販売台数の低迷が続

き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

大幅に減少いたしました。エレクトロニクス事業においては携帯電話や自動車部品の需要低迷によりベリリウム銅展伸材

の需要が大きく減少したほか、半導体メーカーの設備投資抑制が続いていることから半導体製造装置用セラミックスの需

要も大幅に減少いたしました。 

当第１四半期の売上高は、上記の影響に加えて為替円高の影響もあり、前年同期比31.1％減の522億38百万円となりま

した。利益面では、売上高の大幅減少に加えて為替円高の影響もあり営業利益は前年同期比72.6％減の40億44百万円、経

常利益は同74.0％減の38億６百万円、四半期純利益は前年同期比70.9％減の26億14百万円となりました。 

  

当第１四半期末の総資産合計は4,365億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ77億１百万円減少いたしました。こ

れは現金及び預金が増加した一方で、期末配当金などの支払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1,312億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ114億87百万円減少いたしました。これは支払手形及び買

掛金が減少したほか、未払賞与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、四半期純利益を計上した一方で配当金の支払により利益剰余金が減少いたしましたが、有価証券評

価差額金等が増加したこともあり、前連結会計年度末に比べ37億86百万円増加し3,052億10百万円となりました。 

  

第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、為替レートが前回予想の前提（１米ドル90円、１ユーロ120円）

に比べ円安で推移した影響に加え、ズロチ安に伴う海外現法の収支改善、電力関連向けで高採算の出荷が第１四半期に集

中したこと等により、平成21年５月12日に公表した連結業績予想数値を、営業利益は10億円増の35億円、経常利益は15億

円増の25億円、四半期純利益は15億円増の20億円に修正いたします。前提となる第2四半期累計期間の期中平均為替レー

トは、１米ドル95円、１ユーロ128円としております。 

 なお通期の業績見通しにつきましては、自動車関連、半導体製造装置関連等の需要が低調で、引き続き厳しい事業環境

が続き、前回予想で期待した程の下期回復を見込むことは難しい状況です。現時点では上期のプラスを加味して、平成21

年５月に発表した業績予想を据え置いております。通期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。 

第２四半期累計期間の個別業績予想数値の修正については、適時開示「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。 

  

平成22年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想 （平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

業績予想につきましては、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。 

【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

  
売上高 
（百万円） 

営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

四半期純利益 
（百万円） 

1株当たり四半期
純利益（円） 

前回発表予想 (A) 
 99,000  

 
2,500  

 
1,000  

  
500 1.53

 (平成21年５月12日 発表) 

今回修正予想 （B）  99,000 3,500 2,500    2,000 6.12

増減額 （B-A)    －  1,000  1,500    1,500  －

増減率  －      40.0％      150.0％      300.0％  －

（参考） 前期実績  152,332 28,984 28,868  18,750     55.79



  

 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。  

  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年超の工事については工事進行基準を、その他の工

事については工事完成基準を採用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平

成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四

半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 54,487 49,751

受取手形及び売掛金 48,838 46,116

有価証券 18,945 32,335

たな卸資産 74,990 78,575

その他 16,716 18,020

貸倒引当金 △201 △188

流動資産合計 213,777 224,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,817 46,471

機械装置及び運搬具（純額） 53,664 55,092

その他（純額） 37,856 36,012

有形固定資産合計 138,339 137,575

無形固定資産 1,835 1,840

投資その他の資産   

投資有価証券 49,786 47,032

その他 33,032 33,428

貸倒引当金 △270 △284

投資その他の資産合計 82,548 80,176

固定資産合計 222,724 219,592

資産合計 436,501 444,202

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,547 26,708

短期借入金 5,660 4,744

1年内返済予定の長期借入金 30,243 29,391

未払法人税等 682 589

引当金 1,395 1,866

その他 17,589 21,854

流動負債合計 72,119 85,155

固定負債   

長期借入金 28,000 28,000

退職給付引当金 17,768 17,677

その他の引当金 367 391

その他 13,035 11,554

固定負債合計 59,171 57,623

負債合計 131,291 142,778



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 85,136 85,135

利益剰余金 167,380 168,360

自己株式 △14,005 △13,986

株主資本合計 308,361 309,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,624 2,507

繰延ヘッジ損益 18 △108

為替換算調整勘定 △26,792 △28,413

評価・換算差額等合計 △21,149 △26,014

新株予約権 519 519

少数株主持分 17,478 17,560

純資産合計 305,210 301,424

負債純資産合計 436,501 444,202



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 75,870 52,238

売上原価 48,380 37,179

売上総利益 27,490 15,059

販売費及び一般管理費 12,710 11,015

営業利益 14,779 4,044

営業外収益   

受取利息 853 345

受取配当金 351 528

為替差益 635 －

その他 576 367

営業外収益合計 2,417 1,241

営業外費用   

支払利息 569 430

デリバティブ評価損 717 －

持分法による投資損失 753 570

その他 542 479

営業外費用合計 2,583 1,479

経常利益 14,613 3,806

特別利益   

固定資産売却益 10 23

特別利益合計 10 23

特別損失   

固定資産処分損 72 78

特別損失合計 72 78

税金等調整前四半期純利益 14,551 3,751

法人税、住民税及び事業税 2,769 267

法人税等調整額 2,569 1,057

法人税等合計 5,338 1,324

少数株主利益又は少数株主損失（△） 226 △186

四半期純利益 8,986 2,614



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

    

 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〕

  
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  16,341 41,838 17,689 75,870  － 75,870

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10 6 － 16 (16) －

計  16,351 41,845 17,689 75,886 (16) 75,870

   営業利益  1,472 11,073  2,229 14,775  3 14,779

  
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  20,947 21,903 9,388 52,238  － 52,238

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 6 3 － 9 (9) －

計  20,953 21,906 9,388 52,248 (9) 52,238

   営業利益(又は営業損失)  2,429 2,014  (411) 4,032  11 4,044

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
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