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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 14,470 37.0 2,231 247.2 2,325 199.1 1,409 127.7
22年3月期第3四半期 10,560 △21.7 643 4.2 777 △16.2 619 30.1

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3四半期 131.08 ―
22年3月期第3四半期 57.69 ―

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3四半期 31,623 27,230 86.0 2,530.80
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3四半期  27,206百万円 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  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 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】P3「その他の情報」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3Q 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3Q  322,040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3Q 10,749,042株 22年3月期3Q 10,725,286株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日－平成22年12月31日）の世界経済は、欧州においてユーロ加盟国

の新たな財政危機への信用不安の発生がありましたが、中国をはじめとする新興国の好調な需要や、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。国内経済においては、新

興国の旺盛な需要に下支えられ回復傾向に転じましたが、個人消費は力強さに欠け、急激な円高の進行とその高止

まりやエコカー補助金、家電等のエコポイント付与などの経済刺激策効果の一巡を背景にその回復は鈍化し、先行

きについては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、携帯情報端末、３Ｄテレビなどに代表されるデジタル機器の需要回復や、それに伴う半導体需要回

復による継続した半導体設備投資により堅調に推移しました。 

当社におきましてもセラミック基板や電子部品、半導体製造装置に関連する製品の受注は好調に推移してまい

りました。その結果、連結売上高は14,470百万円（前年同期比37.0%増）となりました。 

利益面に関しましても、以前より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と売上の増加

により前年同期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2,231百万円（前

年同期比247.2%増）となりました。経常利益は2,325百万円（前年同期比199.1％増）、四半期純利益は1,409百万

円（前年同期比127.7％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 %増の 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を受け、受注は前年同期に比べ好調であります。特に、パワーモジュール用セラ

ミック基板等が好調に推移しました。また、半導体市場や半導体設備市況の回復により、それらに関連する製品の

需要も堅調であります。 

営業利益は前年同期比 %増の 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、前期水準を上回る回復をみせてまいりました。 

  

照明機器事業 

 本事業は、主に公共事業分野における照明機器を扱っており、売上が大きく期末に偏ります。売上高は、前年同

期比2.5%減の 百万円、営業損失は前年同期に比し1百万円改善し、 百万円になりました。ＬＥＤ照明機器の需

要は公共関係を中心に引き合い、受注ともに増加傾向にあります。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

40.7 13,605

155.0 2,694

865 32

  
前期 当期  

平成22年３月期第３四半期 平成23年３月期第３四半期 

セラミック部品事業     
  売上高  9,672  13,605

  営業利益又は営業損失（△）  1,057  2,694

照明機器事業     
  売上高  887  865

  営業利益又は営業損失（△）  △33  △32

合計     
  売上高  10,560  14,470

  営業利益又は営業損失（△）  1,024  2,662

消去又は全社     
  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △381  △430

連結     
  売上高  10,560  14,470

  営業利益又は営業損失（△）  643  2,231
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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 %増加しました。主に、受取

手形及び売掛金が 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 %増加しました。主に、その他流動負債の増加によるもので

す。 

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して %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 %となっております。 

 当第３四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、 百万円となり、前年同期比 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、たな卸資産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 百万円となり、前年同期比 百万円の増加となりました。キャッシュ増加

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 百万円となり、前年同期比 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、現時点では、平成22年10月28日に発表した業績予想を修正せず据

え置いております。なお、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。  

（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３四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．たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、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定する方法によっております。 

３．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。 

４．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。 

５．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ありません。  

  

 （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。    

31,623 3.0

874

4,393 6.4

27,230 2.5

86.0

8,971

1,394 506

848 31

306 63

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 9,382,491 9,305,246

受取手形及び売掛金 6,187,355 5,313,824

商品及び製品 959,843 809,331

仕掛品 886,437 886,526

原材料及び貯蔵品 1,478,226 1,032,374

繰延税金資産 134,228 293,711

その他 212,808 113,611

貸倒引当金 △12,393 △11,841

流動資産合計 19,228,995 17,742,782

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,824,392 7,861,202

減価償却累計額 △4,095,846 △3,920,237

建物及び構築物（純額） 3,728,546 3,940,966

機械装置及び運搬具 12,513,007 12,453,446

減価償却累計額 △9,204,479 △8,965,529

機械装置及び運搬具（純額） 3,308,528 3,487,917

土地 3,148,464 3,160,812

建設仮勘定 209,062 314,306

その他 2,958,677 2,891,160

減価償却累計額 △2,608,527 △2,611,232

その他（純額） 350,150 279,929

有形固定資産合計 10,744,750 11,183,930

無形固定資産 214,869 232,522

投資その他の資産 1,434,350 1,529,528

固定資産合計 12,393,969 12,945,979

資産合計 31,622,964 30,688,761
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,577,274 1,726,940

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 380,222 264,551

賞与引当金 156,037 313,644

役員賞与引当金 2,688 10,750

設備関係支払手形 430,842 352,046

その他 1,261,567 918,243

流動負債合計 3,813,313 3,590,858

固定負債   

長期借入金 117,200 120,713

繰延税金負債 208,818 157,908

その他 253,639 258,859

固定負債合計 579,657 537,480

負債合計 4,392,970 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 13,147,853 12,051,332

自己株式 △678,644 △688,625

株主資本合計 28,925,836 27,819,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,343 △128,455

為替換算調整勘定 △1,684,469 △1,140,079

評価・換算差額等合計 △1,719,813 △1,268,535

新株予約権 23,607 9,443

少数株主持分 363 179

純資産合計 27,229,994 26,560,423

負債純資産合計 31,622,964 30,688,761
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,559,704 14,470,136

売上原価 7,659,465 9,500,603

売上総利益 2,900,239 4,969,533

販売費及び一般管理費 2,257,590 2,738,097

営業利益 642,649 2,231,436

営業外収益   

受取利息 37,571 30,612

受取賃貸料 86,082 83,345

有価証券運用益 1,112 －

負ののれん償却額 43,396 －

その他 46,313 60,818

営業外収益合計 214,473 174,775

営業外費用   

支払利息 1,552 1,494

為替差損 18,768 26,347

投資不動産賃貸費用 47,913 43,478

その他 11,622 10,212

営業外費用合計 79,855 81,530

経常利益 777,268 2,324,681

特別利益   

固定資産売却益 3,033 4,220

投資有価証券売却益 44,848 3,354

貸倒引当金戻入額 4,099 10,262

特別利益合計 51,980 17,836

特別損失   

固定資産除売却損 46,376 20,834

投資有価証券評価損 － 149,567

早期割増退職金 16,176 －

投資有価証券売却損 22,128 3,092

その他 － 1,990

特別損失合計 84,680 175,483

税金等調整前四半期純利益 744,568 2,167,033

法人税、住民税及び事業税 170,765 528,911

法人税等調整額 △45,065 228,952

法人税等合計 125,700 757,863

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,409,170

少数株主利益又は少数株主損失（△） 119 186

四半期純利益 618,749 1,408,984
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 744,568 2,167,033

減価償却費 1,211,219 1,150,705

負ののれん償却額 △43,396 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,599 △10,286

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） △22,720 △262

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） 43,342 16,615

受取利息及び受取配当金 △44,512 △37,794

為替差損益（△は益） 5,883 9,831

売上債権の増減額（△は増加） △346,710 △983,660

たな卸資産の増減額（△は増加） 354,575 △674,108

仕入債務の増減額（△は減少） △115,759 △107,308

その他 137,873 129,398

小計 1,917,654 1,809,876

利息及び配当金の受取額 48,003 39,397

利息の支払額 △1,552 △1,490

法人税等の支払額 △64,532 △453,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,899,573 1,394,068

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 △55,458 △135,028

定期預金の払戻による収入 － 128,404

有形固定資産の取得による支出 △994,790 △891,944

有形固定資産の売却による収入 81,455 22,491

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 △225,734 △152,641

投資有価証券の売却による収入 379,072 173,830

無形固定資産の取得による支出 △19,693 △7,475

その他 16,902 14,570

投資活動によるキャッシュ・フロー △817,133 △847,793

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 △3,513 △3,513

自己株式の売却による収入 41,323 9,545

自己株式申込証拠金収入 3,312 －

自己株式の取得による支出 △328 △345

配当金の支払額 △283,429 △311,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △242,635 △305,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,561 △133,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 837,244 107,107

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 7,899,469 8,970,697
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、半導体製造装置に関連する製品等を生産・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  3,528,263 424,281 3,952,544  －  3,952,544

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 16,150 2,606 18,756  (18,756)  －

計  3,544,414 426,887 3,971,300  (18,756)  3,952,544

営業利益  554,432 20,089 574,522  (131,328)  443,194

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  9,672,321 887,384 10,559,704  －  10,559,704

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 33,440 4,584 38,024  (38,024)  －

計  9,705,761 891,967 10,597,728  (38,024)  10,559,704

営業利益又は営業損失（△）  1,056,576 △32,749 1,023,827  (381,178)  642,649
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12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。  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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） 

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  13,604,925  865,211 14,470,136  － 14,470,136

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 7,291  9,732 17,023  △17,023 －

計  13,612,217  874,943 14,487,160  △17,023 14,470,136

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 2,693,976  △32,278 2,661,698  △430,262 2,231,436

△430,262 15,644

△445,906

  

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  4,523,376  370,564 4,893,940  － 4,893,940

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,454  4,259 5,713  △5,713 －

計  4,524,830  374,823 4,899,654  △5,713 4,893,940

セグメント利益  866,058  6,972 893,030  △136,910 756,120

△136,910 5,444

△142,354

（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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