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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 6,114 △37.0 △197 ― △336 ― △360 ―
21年3月期第1四半期 9,699 ― 728 ― 1,123 ― 795 ―

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 △8.66 ―
21年3月期第1四半期 18.64 ―

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 56,093 32,518 53.0 716.60
21年3月期 56,138 31,820 52.1 698.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,733百万円 21年3月期  29,260百万円

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  
当社は定款において第２四半期末および期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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  無   

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

13,800 △29.2 50 △96.3 △460 ― △560 ― △13.36

通期 31,500 △13.6 1,360 ― 530 ― 100 ― 2.39



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 
１．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。 
２．平成22年３月期の配当予想額は、市況の回復が極めて不透明であることにより、現時点では未定とさせていただいております。今後の経済動向や業績
等を総合的に勘案し、見通しが立った時点で速やか開示いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 45,246,212株 21年3月期  45,246,212株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,753,829株 21年3月期  3,329,962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 41,666,901株 21年3月期第1四半期 42,678,631株



【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

　当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年の秋以降に深刻化した世界的な金融不安による景気の急激な悪化

に底打ちの兆しが見え始めているものの、企業収益の落ち込みを背景に設備投資は大幅に減少しております。また、

雇用・所得環境の悪化は続いており、個人消費も低迷する中、先行きは依然不透明な状況が続いております。一方、

世界経済におきましても、中国等アジア各国では一部景気底打ちの兆しが見られるものの、米国や欧州では依然、景

気の低迷が続いております。

　このような環境の中、春先以降、当社の主要マーケットにおける受注は回復傾向にありますが、対米ドルが前年同

期に対して円高水準になったことも影響し、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は6,114百万円（前年同期比

37.0％減）となりました。利益面につきましては、小型・新製品の投入による製品ミックスの改善やコスト改善を継

続して推進しましたが、売上高の減少に加えて、為替変動も影響し、営業損失は197百万円（前年同四半期連結累計期

間は営業利益728百万円）、経常損失は336百万円（前年同四半期連結累計期間は経常利益1,123百万円）、四半期純損

失は360百万円（前年同四半期連結累計期間は四半期純利益795百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して45百万円減少し、56,093百万円となりました。売掛金

の減少が主な要因となっております。

　負債合計は、前期末に比べ742百万円減少し、23,575百万円となりました。買掛金の減少などによるものでありま

す。

　純資産合計は、前期末に比べ697百万円増加し、32,518百万円となりました。為替換算調整勘定が増加したため、純

資産が減少しております。

　自己資本比率は、前期末に比べ0.9ポイント増加し、53.0％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、原材料価格の変動や世界経済の動向など景況に不透明感もあり、現時点において当

社業績に与える影響を想定することが困難なため、平成21年5月15日発表の業績予想は変更しておりません。

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）

該当事項はありません。

（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

（簡便な会計処理）

①　棚卸資産の評価方法

　当第１四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、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。

②　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して算定する方法によっ

ております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

税金費用の計算

　税金費用については、主に当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始す

る連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結累計期間から当該会計基準を

適用し、新たに少数株主損益調整前四半期損失を表示しております。

－ 1 －



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 8,672,680 7,576,312

受取手形及び売掛金 6,879,965 8,177,651

有価証券 4,889,520 4,750,073

商品及び製品 2,505,417 3,142,541

仕掛品 2,474,862 2,331,718

原材料及び貯蔵品 1,640,727 1,753,597

繰延税金資産 22,239 29,759

その他 863,010 1,186,921

貸倒引当金 △54,982 △53,393

流動資産合計 27,893,443 28,895,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,787,356 5,695,524

機械装置及び運搬具（純額） 11,483,859 11,279,747

工具、器具及び備品（純額） 1,326,463 1,362,711

土地 5,679,971 5,559,423

建設仮勘定 1,288,841 936,622

有形固定資産合計 25,566,491 24,834,030

無形固定資産   

のれん 270,562 297,010

その他 198,496 193,561

無形固定資産合計 469,058 490,572

投資その他の資産   

投資有価証券 1,421,256 1,154,675

長期貸付金 940 1,059

繰延税金資産 9,459 10,147

その他 923,786 944,104

貸倒引当金 △191,234 △190,869

投資その他の資産合計 2,164,207 1,919,117

固定資産合計 28,199,758 27,243,720

資産合計 56,093,201 56,138,903



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 635,119 2,337,374

短期借入金 3,123,121 3,446,065

1年内返済予定の長期借入金 4,148,197 4,210,602

未払金 1,649,683 945,871

未払法人税等 69,873 117,269

繰延税金負債 482 206

賞与引当金 36,094 528,465

その他 630,252 643,421

流動負債合計 10,292,826 12,229,276

固定負債   

長期借入金 9,439,053 8,483,831

繰延税金負債 671,036 567,204

退職給付引当金 1,431,147 1,415,123

長期未払金 1,562,631 1,454,311

その他 178,485 168,428

固定負債合計 13,282,353 12,088,899

負債合計 23,575,179 24,318,175

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,680 12,413,680

利益剰余金 129,234 615,863

自己株式 △1,506,283 △1,405,360

株主資本合計 30,381,516 30,969,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 145,458 △54,003

為替換算調整勘定 △793,416 △1,654,842

評価・換算差額等合計 △647,957 △1,708,845

少数株主持分 2,784,463 2,560,506

純資産合計 32,518,022 31,820,727

負債純資産合計 56,093,201 56,138,903



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 9,699,646 6,114,894

売上原価 7,264,864 4,939,679

売上総利益 2,434,782 1,175,215

販売費及び一般管理費 1,705,852 1,372,567

営業利益又は営業損失（△） 728,929 △197,352

営業外収益   

受取利息 24,834 9,229

受取配当金 15,806 14,624

為替差益 474,008 －

その他 43,357 69,043

営業外収益合計 558,006 92,897

営業外費用   

支払利息 99,837 88,508

為替差損 － 47,215

その他 63,350 96,727

営業外費用合計 163,188 232,451

経常利益又は経常損失（△） 1,123,747 △336,905

特別利益   

固定資産売却益 1,349 －

投資有価証券売却益 － 39,068

貸倒引当金戻入額 5,504 133

特別利益合計 6,854 39,201

特別損失   

固定資産除却損 3,412 1,303

投資有価証券評価損 104,424 2,007

持分変動損失 － 1,943

その他 200 232

特別損失合計 108,037 5,485

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,022,564 △303,190

法人税、住民税及び事業税 94,775 37,071

法人税等調整額 34,426 4,911

法人税等合計 129,201 41,983

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △345,173

少数株主利益 97,893 15,706

四半期純利益又は四半期純損失（△） 795,469 △360,879



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,022,564 △303,190

減価償却費 838,779 699,836

賞与引当金の増減額（△は減少） △317,361 △493,831

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,250 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,867 7,241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △221,371 －

受取利息及び受取配当金 △40,640 △23,854

支払利息 99,837 88,508

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,068

投資有価証券評価損益（△は益） 104,424 2,007

売上債権の増減額（△は増加） 1,177,339 1,499,104

たな卸資産の増減額（△は増加） △233,739 811,480

仕入債務の増減額（△は減少） △1,400,093 △1,817,507

その他 259,268 999,469

小計 1,284,626 1,430,196

利息及び配当金の受取額 38,323 23,854

利息の支払額 △110,393 △91,938

法人税等の支払額 △198,401 △40,446

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,014,154 1,321,664

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 △435,528 △385,107

有形固定資産の売却による収入 81,485 122,800

投資有価証券の売却による収入 － 57,560

その他 4,607 111,512

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,434 △93,235

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） 146,260 △450,844

長期借入れによる収入 166,500 1,282,923

長期借入金の返済による支出 △532,158 △583,018

配当金の支払額 △213,694 △126,119

少数株主からの払込みによる収入 416 5,924

自己株式の取得による支出 △3,041 △100,922

財務活動によるキャッシュ・フロー △435,717 27,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,314 16,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 190,687 1,273,031

現金及び現金同等物の期首残高 8,167,846 12,062,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,358,533 13,335,602



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 

　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）及び当第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）において、水晶製品事業の売上高及び営業利益（又は営業損

失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（又は営業損失）の金額の合計額に占める割合がいず

れも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
3,406,544 488,983 5,309,663 494,456 9,699,646 － 9,699,646

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,423,046 － 3,037,118 － 7,460,165 (7,460,165) －

計 7,829,590 488,983 8,346,781 494,456 17,159,811 (7,460,165) 9,699,646

営業費用 7,294,153 485,331 7,840,205 504,980 16,124,671 (7,153,954) 8,970,717

営業利益又は

営業損失（△）
535,437 3,651 506,575 (10,524) 1,035,140 (306,211) 728,929

　【定性的情報・財務諸表等】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平成20年度法人税法の改

正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、当連結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用

しております。この結果、「日本」において営業利益が30,213千円減少しております。

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）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
2,910,639 246,230 2,734,863 223,160 6,114,894 － 6,114,894

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,176,273 599 1,893,700 317 5,070,890 (5,070,890) －

計 6,086,912 246,830 4,628,563 223,478 11,185,785 (5,070,890) 6,114,894

営業費用 5,472,288 268,752 4,964,863 251,775 10,957,679 (4,645,432) 6,312,247

営業利益又は

営業損失（△）
614,624 (21,922) (336,299) (28,296) 228,105 (425,457) (197,352)

　（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）欧州………ドイツ

（2）アジア……香港、シンガポール、中国、インドネシア、台湾、タイ

（3）北米………米国

－ 1 －



〔海外売上高〕

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）

 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 480,235 5,596,169 497,215 6,573,619

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 9,699,646

Ⅲ　連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
5.0 57.7 5.1 67.8

 

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）

 欧州 アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 242,152 4,146,916 228,809 4,617,878

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,114,894

Ⅲ　連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
4.0 67.8 3.7 75.5

　（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………ドイツ

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、台湾

(3）北米………米国

３　海外売上高は、当社グループ（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。

（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。

－ 2 －
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