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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 14,025 △28.1 176 △87.0 △590 ― △689 ―
21年3月期第2四半期 19,500 ― 1,361 ― 1,663 ― 1,087 ―

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2四半期 △16.59 ―
21年3月期第2四半期 25.48 ―

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2四半期 58,640 31,996 49.9 705.19
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2四半期  29,257百万円 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  有  
当社は定款において期末日を基準日と定めておりますが、平成22年３月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
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  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

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月期の期末配当予想額は、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に開示いたします。 

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2四半期 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2四半期  3,756,949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2四半期 41,578,560株 21年3月期第2四半期 42,667,902株



 当第２四半期連結累計期間における経済環境は、各国による経済対策と景気刺激策の実施を受け中国などアジア各

国では持ち直しの動きが見られるものの、欧米では深刻な景気低迷が続きました。日本におきましては、昨年末以降

の極端な在庫調整、生産調整からは進展し、一部では景気の持ち直しの動きが見られたものの、企業収益の落ち込み

を背景とした設備投資の大幅な減少や雇用情勢の更なる悪化など、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような環境の中、スマートフォンを始めとする携帯電話など当社の主要マーケットにおける受注は回復傾向に

ありましたが、依然として前年を下回る水準が続き、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,025百万円（前年同期

比 28.1％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、営業利益は176百万円（前年同期比 87.0％減）を確保（第１四半期連結累計期間は営業損失 197

百万円）したものの、為替相場の円高/ドル安が影響し為替差損546百万円を計上した結果、経常損失は590百万円

（前年同四半期連結累計期間は経常利益1,663百万円）、四半期純損失は689百万円（前年同四半期連結累計期間は四

半期純利益 1,087百万円）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前期末と比較して2,501百万円増加し、58,640百万円となりました。現

金及び預金の増加が主な要因となっております。 

 負債合計は、前期末に比べ2,325百万円増加し、26,643百万円となりました。有利子負債の増加などによるもので

あります。 

 純資産合計は、前期末に比べ175百万円増加し、31,996百万円となりました。為替換算調整勘定が増加したことな

どによります。 

 自己資本比率は、前期末に比べ2.2ポイント減少し、49.9％となりました。 

  

 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、通期の業績予想につきましては、平成21年5月15日発表の業績予

想を修正しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四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２四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。

  

 「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、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純損失を表示しております。 

  

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

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

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,463,896 7,576,312

受取手形及び売掛金 9,063,950 8,177,651

有価証券 3,906,357 4,750,073

商品及び製品 2,506,574 3,142,541

仕掛品 2,486,546 2,331,718

原材料及び貯蔵品 1,541,299 1,753,597

繰延税金資産 35,599 29,759

その他 967,980 1,186,921

貸倒引当金 △75,497 △53,393

流動資産合計 30,896,708 28,895,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,707,022 5,695,524

機械装置及び運搬具（純額） 12,420,987 11,279,747

工具、器具及び備品（純額） 1,304,312 1,362,711

土地 5,677,949 5,559,423

建設仮勘定 239,416 936,622

有形固定資産合計 25,349,689 24,834,030

無形固定資産   

のれん 242,997 297,010

その他 192,051 193,561

無形固定資産合計 435,049 490,572

投資その他の資産   

投資有価証券 1,306,115 1,154,675

長期貸付金 733 1,059

繰延税金資産 11,853 10,147

その他 831,569 944,104

貸倒引当金 △191,234 △190,869

投資その他の資産合計 1,959,038 1,919,117

固定資産合計 27,743,777 27,243,720

資産合計 58,640,485 56,138,903



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,338,099 2,337,374

短期借入金 3,089,168 3,446,065

1年内返済予定の長期借入金 4,648,023 4,210,602

未払金 1,695,279 945,871

未払法人税等 136,778 117,269

繰延税金負債 638 206

賞与引当金 12,935 528,465

その他 719,722 643,421

流動負債合計 12,640,647 12,229,276

固定負債   

長期借入金 10,067,282 8,483,831

繰延税金負債 610,456 567,204

退職給付引当金 1,463,579 1,415,123

長期未払金 1,698,403 1,454,311

その他 163,453 168,428

固定負債合計 14,003,176 12,088,899

負債合計 26,643,824 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 △199,719 615,863

自己株式 △1,507,437 △1,405,360

株主資本合計 30,051,407 30,969,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,701 △54,003

為替換算調整勘定 △880,366 △1,654,842

評価・換算差額等合計 △793,664 △1,708,845

少数株主持分 2,738,919 2,560,506

純資産合計 31,996,661 31,820,727

負債純資産合計 58,640,485 56,138,903



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,500,685 14,025,883

売上原価 14,564,160 11,122,198

売上総利益 4,936,525 2,903,685

販売費及び一般管理費 3,575,372 2,726,833

営業利益 1,361,152 176,851

営業外収益   

受取利息 44,373 17,083

受取配当金 19,100 15,106

為替差益 461,243 －

その他 96,958 98,037

営業外収益合計 621,675 130,227

営業外費用   

支払利息 182,739 196,857

為替差損 － 546,919

その他 137,031 154,124

営業外費用合計 319,770 897,900

経常利益又は経常損失（△） 1,663,057 △590,821

特別利益   

固定資産売却益 21,379 951

投資有価証券売却益 － 56,766

移転補償金 － 7,273

その他 1,852 4,101

特別利益合計 23,232 69,092

特別損失   

固定資産売却損 104 102

固定資産除却損 4,288 2,679

投資有価証券評価損 104,578 18,702

持分変動損失 － 8,464

その他 3,983 234

特別損失合計 112,955 30,184

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（△）

1,573,334 △551,912

法人税、住民税及び事業税 264,056 134,087

法人税等調整額 45,886 △34,033

法人税等合計 309,942 100,053

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △651,966

少数株主利益 176,075 37,867

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,087,315 △689,833



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

1,573,334 △551,912

減価償却費 1,732,004 1,538,805

のれん償却額 43,307 52,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,666 20,337

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,708 △517,018

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,259 42,242

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 △63,473 △32,189

支払利息 182,739 196,857

為替差損益（△は益） △446,096 72,580

投資有価証券売却損益（△は益） － △56,766

投資有価証券評価損益（△は益） 104,578 18,702

有形固定資産売却損益（△は益） △21,275 △849

有形固定資産除却損 4,288 2,679

売上債権の増減額（△は増加） 300,873 △735,168

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,649 825,576

仕入債務の増減額（△は減少） △1,756,551 △37,721

その他 357,818 681,875

小計 1,766,330 1,520,927

利息及び配当金の受取額 63,199 32,189

利息の支払額 △194,788 △195,838

法人税等の還付額 － 33,604

法人税等の支払額 △462,751 △162,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,171,989 1,228,664

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 △16,410 △20,682

定期預金の払戻による収入 50,334 75,504

有価証券の取得による支出 △301,710 －

有価証券の売却による収入 50,850 －

有形固定資産の取得による支出 △1,561,171 △873,564

有形固定資産の売却による収入 404,577 193,003

投資有価証券の取得による支出 △3,544 △3,190

投資有価証券の売却による収入 － 83,676

子会社株式の取得による支出 △635,327 －

貸付けによる支出 － △3,519

貸付金の回収による収入 553 3,655

その他 △54,738 99,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,066,586 △445,469



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 509,634 △462,701

長期借入れによる収入 1,186,500 3,120,713

長期借入金の返済による支出 △929,867 △1,277,470

社債の償還による支出 △150,000 －

配当金の支払額 △213,573 △127,097

少数株主からの払込みによる収入 2,190 19,756

少数株主への配当金の支払額 △287,150 △79,992

自己株式の処分による収入 2,703 －

自己株式の取得による支出 △17,357 △102,077

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,080 1,091,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 76,294 237,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △715,222 2,112,279

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 7,452,623 14,174,850



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）  

  水晶製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

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。  

  

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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）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 

３ 追加情報 

（前第２四半期連結累計期間） 

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、第１四半期連結会計期間より、固定資産の耐用年数を変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益が

70,449千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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  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） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  7,076,591 1,018,761 10,452,534 952,798  19,500,685  － 19,500,685

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 10,112,820 3,325 6,273,595 361  16,390,102 (16,390,102) －

計  17,189,411 1,022,086 16,726,130 953,159  35,890,787 (16,390,102) 19,500,685

営業利益又は営業損失（△）  1,294,179 7,043 796,606 △34,203  2,063,625 (702,473) 1,361,152

  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） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  6,010,707 588,868 6,909,251 517,054  14,025,883  － 14,025,883

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 7,069,487 435 4,389,897 724  11,460,545 (11,460,545) －

計  13,080,195 589,304 11,299,149 517,779  25,486,428 (11,460,545) 14,025,883

営業利益又は営業損失（△）  1,499,746 △32,206 △380,718 △49,987  1,036,834 (859,982) 176,851



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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………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。

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,049,661  11,405,969  959,804  13,415,435

Ⅱ 連結売上高（千円）                    19,500,685

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.4  58.5  4.9  68.8

  欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  590,360  9,536,665  529,426  10,656,452

Ⅱ 連結売上高（千円）                    14,025,883

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.2  68.0  3.8  76.0

（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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