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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,022  52.2  175  －  183  －  140  －

22年３月期第１四半期  1,986  △39.7  △389  －  △326  －  △344  －

  
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 

23年３月期第１四半期       9.00  －      

22年３月期第１四半期       △22.07  －      

  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 

23年３月期第１四半期  14,592  11,543  79.1  740.04

  22年３月期  14,646  11,435  78.1  733.07

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 11,543百万円 22年３月期 11,435百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        3.00 －       3.00  6.00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  4.00 －        4.00   8.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  6,000  41.6  300  －  320  －  270  －   17.31

通期  11,700  20.9  500  －  560  －  480  －   30.77

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有



４．その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（注）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の有無となります。 

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係

る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

   

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含

んでおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と乖離する結果となりうることをご承知お

きください。なお、上記予想に関する事項は［添付資料］２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ

さい。 

  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

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） 23年３月期１Ｑ 15,600,000株 22年３月期 15,600,000株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,087株 22年３月期 977株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,598,976株 22年３月期１Ｑ 15,598,980株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における経済情勢は、欧州の財政不安やそれに伴う円高の進行等の懸念材料はありま

したが、中国・アジア等を中心とした外需に主導されて輸出や設備投資が増加し、個人消費も比較的堅調に推移い

たしました。 

当社グループを取り巻く環境におきましては、設備投資関連の産業機器市場の需要回復が加速し、携帯電話やパ

ソコンなどの情報通信機器市場も、前年度後半からの高水準な需要が継続するなど、全般的に堅調に推移いたしま

した。 

当社グループにおきましても、エレクトロニクス業界全般に比べ回復が遅れていた設備投資関連製品の回復によ

り、主力としている工作機械、半導体製造装置用を中心としたノイズ関連市場向けのノイズフィルタや、携帯電話

基地局用等の情報通信インフラ市場向けＬＣフィルタ等の需要が増加いたしました。また、情報通信端末市場向け

の積層誘電体フィルタやノート型パソコン用の厚膜印刷基板も好調を維持して推移いたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は30億22百万円（前年同期比52.2％の増加）となりました。

損益につきましては、売上高の増加に加え、事業課題に掲げている収益力の再生に向けた事業構造の変革、業務

の見直しの徹底による高効率体質への転換を推進してきた効果が現れつつあり、営業利益は１億75百万円（前年同

期 ３億89百万円の損失）、経常利益は１億83百万円（前年同期 ３億26百万円の損失）、四半期純利益につきまし

ては１億40百万円（前年同期３億44百万円の損失）となりました。 

  

なお、従来は単一セグメントとして事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんでしたが、「セグメント

情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当連結会計年度から製品市場別に構成する戦略ビジネスユニット

に基づき、セグメント情報を記載しております。 

各セグメント業績は次のとおりでありますが、当連結会計年度から新たに記載しているため前期比較はしており

ません。 

  

〔産業機器市場〕 

当セグメントの連結売上高は14億61百万円となりました。 

主として工作機械、半導体製造装置用を中心としたノイズ関連市場向けのノイズフィルタやプラスチックフィル

ムコンデンサ等、設備投資関連製品が好調に推移いたしました。また、自動車用の厚膜印刷基板も堅調に推移いた

しました。 

営業利益は55百万円となりました。  

  

〔情報通信機器市場〕 

当セグメントの連結売上高は12億64百万円となりました。 

情報通信インフラ市場では基地局用のＬＣフィルタやカプラ、バランの需要が拡大し好調に推移いたしました。

情報通信端末市場においては無線ＬＡＮ、ブルートゥース用の積層誘電体フィルタやノートパソコン用の厚膜印

刷基板も好調を維持しております。 

営業利益は１億15百万円となりました。  

  

〔その他〕 

当セグメントの連結売上高は３億17百万円となりました。 

当セグメントの主な内容は上記に含まれない実装事業等であり、自動車用を中心に堅調に推移いたしました。 

営業利益は５百万円となりました。  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における業績の状況等を勘案し、当期の業績予想の見直しを行った結果、平成22年５

月12日に発表いたしました平成23年３月期の業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の評価方法は、当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略

し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法としております。また、当

第１四半期連結会計期間末の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。 

２．四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これによる営業利益および経常利益への影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は16百

万円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 725,485 734,407

受取手形及び売掛金 3,836,285 3,541,632

商品及び製品 66,498 55,673

仕掛品 291,051 277,922

原材料及び貯蔵品 451,937 382,524

繰延税金資産 7,820 9,178

短期貸付金 3,171,109 3,562,449

その他 286,837 279,685

貸倒引当金 △1,291 △3,366

流動資産合計 8,835,731 8,840,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,837,913 4,794,762

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,447,453 △3,391,914

建物及び構築物（純額） 1,390,460 1,402,848

機械装置及び運搬具 7,099,909 7,110,850

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,233,366 △6,166,363

機械装置及び運搬具（純額） 866,542 944,487

土地 1,005,722 994,557

建設仮勘定 116,146 26,244

その他 495,371 494,966

減価償却累計額及び減損損失累計額 △466,023 △462,097

その他（純額） 29,348 32,869

有形固定資産合計 3,408,218 3,401,005

無形固定資産 82,417 91,538

投資その他の資産   

投資有価証券 187,031 223,190

前払年金費用 1,947,949 1,917,908

繰延税金資産 1,991 1,296

その他 142,908 207,029

貸倒引当金 △13,800 △35,500

投資その他の資産合計 2,266,079 2,313,923

固定資産合計 5,756,714 5,806,466

資産合計 14,592,445 14,646,570
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,176,723 1,164,159

短期借入金 190,000 200,000

未払法人税等 15,792 27,071

未払金 291,839 397,516

賞与引当金 186,744 333,347

役員賞与引当金 3,400 －

その他 243,122 131,247

流動負債合計 2,107,620 2,253,340

固定負債   

繰延税金負債 831,408 833,610

退職給付引当金 73,684 71,391

役員退職慰労引当金 28,585 53,091

資産除去債務 7,308 －

固定負債合計 940,985 958,092

負債合計 3,048,605 3,211,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,806,750 3,806,750

資本剰余金 3,788,426 3,788,426

利益剰余金 4,172,030 4,078,441

自己株式 △789 △746

株主資本合計 11,766,417 11,672,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,543 20,195

為替換算調整勘定 △225,120 △257,928

評価・換算差額等合計 △222,577 △237,733

純資産合計 11,543,840 11,435,138

負債純資産合計 14,592,445 14,646,570
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,986,601 3,022,794

売上原価 1,677,511 2,127,745

売上総利益 309,090 895,049

販売費及び一般管理費 698,553 719,461

営業利益又は営業損失（△） △389,463 175,588

営業外収益   

受取利息 10,306 6,137

受取配当金 5,504 3,564

物品売却益 － 8,353

助成金収入 42,815 －

負ののれん償却額 1,212 －

その他 11,756 7,858

営業外収益合計 71,593 25,912

営業外費用   

支払利息 582 453

為替差損 4,532 16,905

持分法による投資損失 1,557 －

その他 1,581 993

営業外費用合計 8,252 18,351

経常利益又は経常損失（△） △326,122 183,149

特別利益   

固定資産売却益 1,151 770

貸倒引当金戻入額 1,800 371

特別利益合計 2,951 1,141

特別損失   

固定資産除却損 1,376 406

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,863

その他 － 3,688

特別損失合計 1,376 20,957

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（△）

△324,547 163,333

法人税、住民税及び事業税 6,093 12,377

法人税等調整額 13,675 10,570

法人税等合計 19,768 22,947

少数株主損益調整前四半期純利益 － 140,386

四半期純利益又は四半期純損失（△） △344,315 140,386
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 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21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社グループは電子部品専門メーカーとして、同一セグメントに属する複合回路部品、コンデンサ、集積回

路他の製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため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21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

前第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．国または地域は、地理的な近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北   米………米国、カナダ 

(2）ア ジ ア………東アジア諸国および東南アジア諸国 

(3）そ の 他………ヨーロッパ諸国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  17,211  350,223  63,078  430,512

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,986,601

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  17.6  3.2  21.7
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１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、フィルタ、コンデンサ、厚膜印刷基板等を製造、販売しており、製品市場別に戦略ビジ

ネスユニット（以下ＳＢＵ）を置き、各ＳＢＵは、対象市場において国内および海外の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社はＳＢＵを基礎とした市場別のセグメントから構成されており、「産業機器市場」、

「情報通信機器市場」の２つを報告セグメントとしております。 

 「産業機器市場」は産業用機械、鉄道、自動車市場向製品を販売しております。「情報通信機器市場」は

情報通信インフラ市場向、情報通信端末市場向の製品を販売しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第１四半期連結累計期間 （自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）      （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＳＢＵで管理していない実装製品

等を含んでおります。  

   ２．セグメント利益の調整額△753千円は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。  

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

【セグメント情報等】

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

産業機器 
市場 

情報通信
機器市場 

計

売上高               

外部顧客への売上高  1,458,384 1,256,211 2,714,595 308,342  3,022,937  △143 3,022,794

セグメント間の内部売
上高又は振替高  3,564 7,893 11,457 9,653  21,110  △21,110 －

計  1,461,948 1,264,104 2,726,052 317,995  3,044,047  △21,253 3,022,794

セグメント利益  55,320 115,211 170,531 5,810  176,341  △753 175,588

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－8－
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当社グループ（当社および連結子会社）は従来より事業部門別にて記載しておりましたが、「セグメント情報 

等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間よりセグメント情報に関連づけて記載し 

ております。 

  

 ① 生産実績 

当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメント別に示すと、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。  

 ② 受注状況 

当第１四半期連結累計期間の受注状況をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ③ 販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（１）生産、受注および販売の状況

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

産業機器市場    （千円） 

情報通信機器市場  （千円） 

その他       （千円） 

   

 

 

1,470,366

1,243,501

309,959

合計  3,023,826

セグメントの名称

 受注高(千円） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 受注残高（千円） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成22年６月30日） 

産業機器市場  1,575,470  927,094

情報通信機器市場  1,318,317  737,857

その他  303,023  119,844

合計  3,196,810  1,784,795

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

産業機器市場    （千円）  1,458,384

情報通信機器市場  （千円）  1,256,211

その他       （千円）  308,199

合計  3,022,794
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的な近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北   米………米国、カナダ 

(2）ア ジ ア………東アジア諸国および東南アジア諸国 

(3）そ の 他………ヨーロッパ諸国他 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

（２）海外売上高の状況

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  20,746  499,332  85,307  605,385

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,022,794

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.7  16.5  2.8  20.0
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