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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における経済情勢は、中国を中心とした需要の拡大や、各種の経済対策等を背景に企

業業績は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、欧州での金融不安や長期化の様相を呈してきた円高、デフレ経

済の進行などの不安材料から景気の回復は鈍化してきております。 

当社グループを取り巻く事業環境は、携帯電話やパソコン等の情報通信機器市場において一時的な在庫調整があ

りましたが、産業機器市場は設備投資関連の需要が高水準で推移するなど、全体的には前年度後半から好調な需要

が継続いたしました。 

このような事業環境の中で当社グループにおきましては、産業機器市場で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製品の需要が高水準で推移し、鉄道信号用製品は中国鉄道、国内整備新幹

線の新規投資等により増加いたしました。情報通信機器市場におきましては、携帯電話基地局用等の情報通信イン

フラ向け製品や情報通信端末向け製品は当第３四半期連結会計期間に入り一服感が出てきたものの、前年同四半期

に比較すると好調に推移いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は89億89百万円（前年同期比31.8％の増加）と大幅に増加い

たしました。 

損益につきましては、売上高の増加に加え、徹底したコスト改善活動推進により、営業利益は４億78百万円（前

年同期６億７百万円の損失）、経常利益は４億85百万円（前年同期４億68百万円の損失）、四半期純利益につきま

しては３億97百万円（前年同期４億92百万円の損失）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年同期比較はして

おりません。 

〔産業機器市場〕 

当セグメントの売上高は45億16百万円となりました。 

主として設備投資関連需要の回復により半導体製造装置、工作機械、医療機器市場向けを中心にノイズ関連市場

向けのノイズフィルタが好調に推移いたしました。鉄道信号用のＬＣフィルタは、当第３四半期に国内整備新幹線

の新規投資が始まったことで上半期に比べ増加しております。また、自動車用の厚膜印刷基板は昨年までの助成金

の効果で自動車の販売が好調であったことから堅調に推移いたしました。 

営業利益は２億68百万円となりました。 

〔情報通信機器市場〕 

当セグメントの売上高は36億36百万円となりました。 

情報通信インフラ市場は、北米市場向けの基地局用ＬＣフィルタやカプラ、バランの需要が拡大し上半期は好調

に推移いたしましたが、当第３四半期に入り減速感が出てまいりました。情報通信端末市場におきましては、無線

ＬＡＮ、ブルートゥース用の積層誘電体フィルタは上半期は好調に推移いたしましたが、当第３四半期には一時的

な在庫調整により減少しております。ノート型パソコン向けの厚膜印刷基板は好調な市場に支えられ堅調に推移い

たしました。 

営業利益は１億78百万円となりました。 

〔その他〕 

当セグメントの売上高は８億92百万円となりました。 

当事業の主な内容は上記に含まれない実装事業が主な内容であり、自動車用を中心に比較的堅調に推移いたしま

した。 

営業利益は34百万円となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想は、平成22年７月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から

変更はありません。 

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３四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

し第２四半期連結会計期間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、たな卸資産の簿価切下げに関して、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もる方法

としております。 

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 

 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13百万円

減少しております。 

   

  

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 645,671 734,407

受取手形及び売掛金 3,846,165 3,541,632

商品及び製品 77,618 55,673

仕掛品 258,928 277,922

原材料及び貯蔵品 516,053 382,524

繰延税金資産 23,473 9,178

短期貸付金 3,291,092 3,562,449

その他 392,332 279,685

貸倒引当金 △604 △3,366

流動資産合計 9,050,728 8,840,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,849,872 4,794,762

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,481,426 △3,391,914

建物及び構築物（純額） 1,368,446 1,402,848

機械装置及び運搬具 7,098,093 7,110,850

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,319,332 △6,166,363

機械装置及び運搬具（純額） 778,761 944,487

土地 1,005,722 994,557

建設仮勘定 180,313 26,244

その他 506,139 494,966

減価償却累計額及び減損損失累計額 △447,490 △462,097

その他（純額） 58,649 32,869

有形固定資産合計 3,391,891 3,401,005

無形固定資産 69,164 91,538

投資その他の資産   

投資有価証券 204,253 223,190

前払年金費用 2,007,172 1,917,908

繰延税金資産 7,752 1,296

その他 187,417 207,029

貸倒引当金 △9,150 △35,500

投資その他の資産合計 2,397,444 2,313,923

固定資産合計 5,858,499 5,806,466

資産合計 14,909,227 14,646,570
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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 1,206,482 1,164,159

短期借入金 180,000 200,000

未払法人税等 63,919 27,071

未払金 299,162 397,516

賞与引当金 196,538 333,347

役員賞与引当金 10,200 －

その他 272,609 131,247

流動負債合計 2,228,910 2,253,340

固定負債   

繰延税金負債 856,413 833,610

退職給付引当金 75,730 71,391

役員退職慰労引当金 36,442 53,091

資産除去債務 2,463 －

固定負債合計 971,048 958,092

負債合計 3,199,958 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 4,366,493 4,078,441

自己株式 △816 △746

株主資本合計 11,960,853 11,672,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,559 20,195

為替換算調整勘定 △263,143 △257,928

評価・換算差額等合計 △251,584 △237,733

純資産合計 11,709,269 11,435,138

負債純資産合計 14,909,227 14,646,570
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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 6,821,638 8,989,136

売上原価 5,388,902 6,373,019

売上総利益 1,432,736 2,616,117

販売費及び一般管理費 2,040,678 2,137,873

営業利益又は営業損失（△） △607,942 478,244

営業外収益   

受取利息 27,449 18,018

受取配当金 6,879 5,243

物品売却益 － 28,394

助成金収入 95,265 －

その他 44,342 25,873

営業外収益合計 173,935 77,528

営業外費用   

支払利息 1,725 1,246

持分法による投資損失 2,452 －

為替差損 24,085 64,491

その他 6,386 4,402

営業外費用合計 34,648 70,139

経常利益又は経常損失（△） △468,655 485,633

特別利益   

固定資産売却益 1,145 1,210

貸倒引当金戻入額 1,570 993

特別利益合計 2,715 2,203

特別損失   

固定資産売却損 12 72

固定資産除却損 2,778 3,832

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,863

その他 － 3,800

特別損失合計 2,790 24,567

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（△）

△468,730 463,269

法人税、住民税及び事業税 13,963 59,234

法人税等調整額 10,302 6,791

法人税等合計 24,265 66,025

少数株主損益調整前四半期純利益 － 397,244

四半期純利益又は四半期純損失（△） △492,995 397,244
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

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) 

売上高 2,584,405 2,983,345

売上原価 1,906,449 2,111,697

売上総利益 677,956 871,648

販売費及び一般管理費 688,902 711,892

営業利益又は営業損失（△） △10,946 159,756

営業外収益   

受取利息 8,346 6,045

受取配当金 905 1,158

為替差益 3,572 －

物品売却益 － 10,976

助成金収入 25,542 －

その他 16,034 11,525

営業外収益合計 54,399 29,704

営業外費用   

支払利息 611 381

持分法による投資損失 237 －

為替差損 － 11,012

貸倒引当金繰入額 443 －

その他 912 1,361

営業外費用合計 2,203 12,754

経常利益 41,250 176,706

特別利益   

固定資産売却益 △9 －

特別利益合計 △9 －

特別損失   

固定資産売却損 － 72

固定資産除却損 12 624

その他 － 112

特別損失合計 12 808

税金等調整前四半期純利益 41,229 175,898

法人税、住民税及び事業税 4,229 11,364

法人税等調整額 2,599 4,706

法人税等合計 6,828 16,070

少数株主損益調整前四半期純利益 － 159,828

四半期純利益 34,401 159,828
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 該当事項はありません。  

  

  

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） 

 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） 

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） 

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） 

 （注）１．国又は地域は、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。 

（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）  25,905  390,971  89,913  506,789

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,584,405

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.0  15.1  3.5  19.6

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  65,188  1,078,266  211,603  1,355,057

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,821,638

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 1.0  15.8  3.1  19.9
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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、当社グループ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、当社グループは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）     （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△3,246千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。  

  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）     （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△5,744千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。  

  

【セグメント情報】

  

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  4,499,478 3,619,059 8,118,537 874,118  8,992,655  △3,519 8,989,136

セグメント間の内部売
上高又は振替高  17,489 17,267 34,756 18,725  53,481  △53,481 －

計  4,516,967 3,636,326 8,153,293 892,843  9,046,136  △57,000 8,989,136

セグメント利益  268,098 178,740 446,838 34,652  481,490  △3,246 478,244

  

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  1,576,557 1,123,873 2,700,430 285,556  2,985,986  △2,641 2,983,345

セグメント間の内部売
上高又は振替高  7,025 5,612 12,637 2,942  15,579  △15,579 －

計   1,583,582 1,129,485 2,713,067 288,498  3,001,565  △18,220 2,983,345

セグメント利益  144,350 15,879 160,229 5,271  165,500  △5,744 159,756
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（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。 

  

（５）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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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、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３四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しており、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３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、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３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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） 
前年同四半期比（％）

産業機器市場     （千円） 

情報通信機器市場   （千円） 

その他        （千円） 

   

 

 

4,642,379

3,643,311

892,636

   

 

 

－

－

－

合計  9,178,326  －

セグメントの名称 受注高(千円） 
前年同四半期比

（％) 
 受注残高（千円） 

前年同四半期比

（％) 

産業機器市場  4,590,599  －  901,129  －

情報通信機器市場  3,433,431  －  486,693  －

その他  901,885  －  159,736  －

合計  8,925,915  －  1,547,558  －

セグメントの名称
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）  
前年同四半期比（％）

産業機器市場     （千円）  4,499,478  －

情報通信機器市場   （千円）  3,619,059  －

その他        （千円）  870,599  －

合計  8,989,136  －
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 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） 

   

 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） 

 （注）１．国又は地域は、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）  27,330  396,536  157,209  581,075

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,983,345

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.9  13.3  5.3  19.5

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  74,707  1,344,919  396,788  1,816,414

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  8,989,136

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
 0.8  15.0  4.4  20.2
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