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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 9,576 44.9 1,475 639.7 1,509 386.2 913 214.7
22年3月期第2四半期 6,607 △32.9 199 △62.6 310 △56.8 290 △21.5

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2四半期 84.98 ―
22年3月期第2四半期 27.07 ―

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2四半期 30,938 27,049 87.4 2,514.37
22年3月期 30,689 26,560 86.5 2,470.94

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  27,029百万円 22年3月期  26,551百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想） ― 15.00 30.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 20,600 33.7 3,040 135.8 3,100 124.0 1,700 53.9 158.14



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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等の変更」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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 
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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。   

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.**「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 11,072,000株 22年3月期  11,072,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  321,990株 22年3月期  326,770株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,748,565株 22年3月期2Q 10,722,072株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日－平成22年９月30日）の世界経済は、ユーロ圏などの信用不安に

より円高株安が急速に進行しましたが、中国をはじめとする新興国での需要が好調であったことや、各国政府によ

る継続した経済刺激策の効果などを背景に、当初見込まれた以上の回復がみられました。国内経済も輸出の回復に

支えられ順調な回復を見せてまいりました。しかし、個人消費は力強さに欠け、期後半からの記録的な円高の進

行、エコカー補助金などの消費刺激策の終了や縮小の動きを背景にその回復は鈍化し、先行きのリスクの高まりと

ともに依然不透明感が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループの属する電子部品関連市場は、中国をはじめとするアジアを中心としたス

マートフォン、ＬＥＤテレビなどに代表されるデジタル機器の需要回復、半導体需要回復による半導体設備投資の

活発化、そして国内のハイブリッドカーやＬＥＤ照明機器をはじめとした環境関連市場の拡大などにより、予想を

上回る活況を呈してまいりました。 

  当社におきましても電子部品やセラミック基板、半導体製造装置に使用される石英ガラス製品の受注が好調に推

移してまいりました。その結果、連結売上高は9,576百万円（前年同期比44.9%増）となりました。 

 利益面に関しましても、一昨年来実施してきましたグループを挙げての収益体質改善施策の効果により売上の増

加による収益向上効果を上回る大幅な改善を図ることができました。以上のことから、連結営業利益は1,475百万

円（前年同期比639.7%増）となりました。経常利益は1,509百万円（前年同期比386.2%増）、四半期純利益は913百

万円（前年同期比214.7%増）となりました。  

  

セグメントの概況（連結） 

セラミック部品事業 

 売上高は前年同期比47.8%増の9,082百万円となりました。市場環境は好調に推移しており、売上高は前期水準を

上回る回復を見せてまいりました。 

 当事業におけるセラミック基板、EMC対策部品および薄膜回路製品は、中国をはじめとするアジアにおけるデジ

タル家電を中心とした需要の回復により、受注は堅調であります。特に、ハイブリッドカー向けを含めたパワーモ

ジュール用基板等が好調に推移しました。また、石英ガラス製品も半導体市場や半導体設備市況の回復により、需

要は堅調であります。 

営業利益は前年同期比260.0%増の1,808百万円となりました。既存品の生産性向上、コスト削減対策が功を奏し

たことや付加価値の高い新製品の寄与により、予想を上回る収益となりました。 

  

照明機器事業 

 照明機器事業の売上高は、前年同期比6.8%増の495百万円、営業損失は前年同期に比し14百万円改善し、39百万

円になりました。これは、ＬＥＤ照明機器が公共関係を中心に引き合い、受注ともに増加傾向で推移したことによ

ります。引き続きＬＥＤ照明機器の新商品開発と拡販に注力してまいります。  

  

  （百万円）  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
前期 当期  

平成22年３月期第２四半期 平成23年３月期第２四半期 

セラミック部品事業     
  売上高  6,144  9,082

  営業利益又は営業損失（△）  502  1,808

照明機器事業     
  売上高  463  495

  営業利益又は営業損失（△）  △53  △39

合計     
  売上高  6,607  9,576

  営業利益又は営業損失（△）  449  1,769

消去又は全社     
  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △250  △293

連結     
  売上高  6,607  9,576

  営業利益又は営業損失（△）  199  1,475
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における連結の総資産は 百万円となり、前期末と比較して0.8%増加しました。主に、受取

手形及び売掛金が421百万円増加したことによるものです。 

 負債は 百万円となり、前期末と比較して5.8%減少しました。主に、支払手形及び買掛金の減少によるもの

です。 

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して1.8%増加しました。主に、利益剰余金の増加によるもので

す。 

 この結果、自己資本比率は87.4%となっております。 

 当第２四半期連結会計期間末の現金および現金同等物の残高は、 百万円となりました。 

  営業活動から得られたキャッシュは、614百万円となり、前年同期比733百万円の減少となりました。キャッシュ

減少の主な要因は、売上債権の増加によるものです。 

 投資活動に使用したキャッシュは533百万円となり、前年同期比127百万円の減少となりました。キャッシュ減少

の主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものです。 

 財務活動に使用したキャッシュは143百万円となり、前年同期比1百万円の増加となりました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期業績予想につきましては、 近の動向を踏まえ、平成22年4月27日に発表した業績予想を

修正しております。 

  

（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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一部の国内連結子会社において、当第２四半期連結会計期間末の一般債権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動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等を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

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する方法により算定し

ております。 

３．経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 

４．法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する方

法によっております。 

 重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の

損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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)及

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。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。  

  

 （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。   

30,938

3,889

27,049

8,712

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,238,944 9,305,246

受取手形及び売掛金 5,734,842 5,313,824

商品及び製品 958,382 809,331

仕掛品 915,226 886,526

原材料及び貯蔵品 1,223,728 1,032,374

繰延税金資産 262,977 293,711

その他 171,053 113,611

貸倒引当金 △11,455 △11,841

流動資産合計 18,493,698 17,742,782

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,850,897 7,861,202

減価償却累計額 △4,041,927 △3,920,237

建物及び構築物（純額） 3,808,970 3,940,966

機械装置及び運搬具 12,523,379 12,453,446

減価償却累計額 △9,202,337 △8,965,529

機械装置及び運搬具（純額） 3,321,042 3,487,917

土地 3,153,920 3,160,812

建設仮勘定 186,306 314,306

その他 2,950,911 2,891,160

減価償却累計額 △2,618,253 △2,611,232

その他（純額） 332,658 279,929

有形固定資産合計 10,802,897 11,183,930

無形固定資産 223,598 232,522

投資その他の資産 1,417,856 1,529,528

固定資産合計 12,444,351 12,945,979

資産合計 30,938,049 30,688,761
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,291,040 1,726,940

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 407,222 264,551

賞与引当金 307,220 313,644

役員賞与引当金 5,375 10,750

設備関係支払手形 444,020 352,046

その他 891,513 918,243

流動負債合計 3,351,074 3,590,858

固定負債   

長期借入金 118,371 120,713

繰延税金負債 160,563 157,908

その他 259,394 258,859

固定負債合計 538,328 537,480

負債合計 3,889,402 4,128,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 6,709,850

資本剰余金 9,746,778 9,746,778

利益剰余金 12,813,565 12,051,332

自己株式 △678,525 △688,625

株主資本合計 28,591,668 27,819,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,479 △128,455

為替換算調整勘定 △1,507,723 △1,140,079

評価・換算差額等合計 △1,562,202 △1,268,535

新株予約権 18,886 9,443

少数株主持分 295 179

純資産合計 27,048,647 26,560,423

負債純資産合計 30,938,049 30,688,761
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（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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,607,160 9,576,196

売上原価 4,950,179 6,280,916

売上総利益 1,656,981 3,295,280

販売費及び一般管理費 1,457,526 1,819,965

営業利益 199,455 1,475,315

営業外収益   

受取利息 29,743 22,241

受取賃貸料 58,026 56,391

有価証券運用益 1,112 －

為替差益 1,361 －

負ののれん償却額 28,930 －

その他 37,011 32,534

営業外収益合計 156,184 111,167

営業外費用   

支払利息 1,039 998

為替差損 － 40,637

投資不動産賃貸費用 33,547 27,557

その他 10,669 8,211

営業外費用合計 45,256 77,404

経常利益 310,383 1,509,079

特別利益   

固定資産売却益 3,027 87

投資有価証券売却益 36,527 2,905

貸倒引当金戻入額 4,429 8,926

特別利益合計 43,983 11,918

特別損失   

固定資産除売却損 20,786 12,957

早期割増退職金 16,176 －

投資有価証券売却損 22,128 2,996

投資有価証券評価損 － 149,567

その他 － 1,944

特別損失合計 59,090 167,464

税金等調整前四半期純利益 295,276 1,353,533

法人税、住民税及び事業税 68,900 393,041

法人税等調整額 △63,878 46,927

法人税等合計 5,022 439,968

少数株主損益調整前四半期純利益 － 913,565

少数株主利益 － 119

四半期純利益 290,254 913,446
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 295,276 1,353,533

減価償却費 791,736 749,541

負ののれん償却額 △28,930 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,869 △8,926

有価証券運用損益（△は益） △1,112 146

投資有価証券売却損益（△は益） △14,399 91

投資有価証券評価損益（△は益） － 149,567

固定資産除売却損益（△は益） 17,192 12,870

受取利息及び受取配当金 △33,277 △25,891

為替差損益（△は益） 10,986 7,523

売上債権の増減額（△は増加） 369,745 △491,936

たな卸資産の増減額（△は増加） 451,405 △416,196

仕入債務の増減額（△は減少） △557,223 △403,977

その他 42,996 △57,633

小計 1,338,526 868,712

利息及び配当金の受取額 35,893 27,364

利息の支払額 △565 △1,151

法人税等の支払額 △26,563 △280,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,347,291 614,477

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 △52,572 △130,642

有形固定資産の取得による支出 △830,373 △438,364

有形固定資産の売却による収入 80,529 11,573

有価証券の売却による収入 1,112 －

投資有価証券の取得による支出 △165,201 △133,609

投資有価証券の売却による収入 310,441 155,048

無形固定資産の取得による支出 △16,359 △7,200

その他 12,518 10,171

投資活動によるキャッシュ・フロー △659,904 △533,024

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △2,342 △2,342

自己株式の売却による収入 5,480 9,545

自己株式申込証拠金収入 4,675 －

自己株式の取得による支出 △103 △226

配当金の支払額 △150,083 △150,433

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,373 △143,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,549 △89,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 507,466 △151,969

現金及び現金同等物の期首残高 7,062,226 8,863,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,569,691 8,711,621
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該当事項はありません。  

  

  

事業の種類別セグメント情報 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第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） 

    

１．報告セグメントの概要 

  

当社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

配分の決定及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。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海

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、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「セラミック部

品事業」及び「照明機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「セラミック部品事業」は、電子部品やセラミック基板、半導体製造装置に使用される石英ガラス製品等を生産・

販売しております。「照明機器事業」は、従来照明機器のほかLEDを使用した照明機器を生産・販売しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（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 
 3,395,820 258,934 3,654,754  －  3,654,754

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
 11,554 1,916 13,470  (13,470)  －

計  3,407,373 260,850 3,668,224  (13,470)  3,654,754

営業利益又は営業損失(△)  401,940 △11,794 390,145  (118,752)  271,393

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（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 
 6,144,058 463,103 6,607,160  －  6,607,160

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
 17,290 1,977 19,268  (19,268)  －

計  6,161,347 465,080 6,626,428  (19,268)  6,607,160

営業利益又は営業損失(△)  502,143 △52,838 449,305  (249,850)  199,455
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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２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属し

ない販売管理費及び一般管理費であります。 

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額(注)１ 
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
セラミック部品

事業 
照明機器事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高  4,721,943  266,813 4,988,755  － 4,988,755

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 3,038  2,955 5,992  △5,992 －

計  4,724,980  269,767 4,994,747  △5,992 4,988,755

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,008,612  △23,488 985,124  △144,006 841,118

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額(注)１ 
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
セラミック部品

事業 
照明機器事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高  9,081,549  494,647 9,576,196  － 9,576,196

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 5,837  5,473 11,310  △11,310 －

計  9,087,386  500,120 9,587,506  △11,310 9,576,196

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,807,918  △39,250 1,768,668  △293,352 1,475,315

△293,352 10,200

△303,552

（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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