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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 11,059 36.2 1,808 269.7 1,863 233.8 540 80.4
22年3月期第3四半期 8,120 △13.5 489 △46.4 558 △42.6 299 △46.7

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 26.80 ―
22年3月期第3四半期 14.85 ―

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 19,213 14,400 74.9 713.66
22年3月期 17,894 14,151 79.1 701.19

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  14,400百万円 22年3月期  14,151百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.00 ―
23年3月期 

（予想）
4.00 8.00

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 14,300 24.7 2,280 154.5 2,340 138.8 790 43.9 39.14



(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いません。 

※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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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3Q  20,249,087株 22年3月期  20,249,087株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  70,797株 22年3月期  66,346株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  20,181,112株 22年3月期3Q  20,184,700株
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当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、世界経済、とりわけアジア地域の経済の影響

を受けて好調に推移したため、前年同期比で増収、増益となりました。 

 セラミック原料部門では、陶磁器原料の売上げは、長期低下傾向にあった食器向けが下げ止まりを見せ、

非食器向け新用途開拓の効果もあって増加しました。 

 また、ガラス原料の売上げは、液晶等フラットパネルディスプレイ用原料、光学ガラス用原料共に復調

し、前年を上回り、好調時の水準に戻りました。 

 ファインセラミックス原料の売上げは、海外光通信向けを中心に、前期に引き続き拡大基調で推移し大幅

な増収となりました。 

 この結果、セラミック原料部門の業績は、売上高は５８億１千３百万円、営業利益は６億１千９百万円と

なりました。 

 電子部材部門では、国内外を問わず電子部品業界の旺盛な原料需要に牽引され、セラミックコンデンサー

原料の受注が引き続き増加しました。 

 この結果、電子部材部門の業績は、売上高５２億４千５百万円、営業利益１５億１千９百万円となりまし

た。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高１１０億５千９百万円（前年同期比３６．２％

増）、営業利益１８億８百万円（同２６９．７％増）、経常利益１８億６千３百万円（同２３３．８％

増）、四半期純利益５億４千万円（同８０．４％増）となりました。 

 なお、四半期純利益は、１００％子会社である株式会社キヨリックス三重に固定資産を譲渡したことに伴

う特別損失の影響を受けております。 

  

＜資産＞ 

流動資産は、１４７億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ２５億２千５百万円増加しました。

これは、現金及び預金が１１億８千万円、受取手形及び売掛金が８億２千９百万円それぞれ増加したことな

どによります。 

 固定資産は、４４億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１２億６百万円減少しました。これ

は、土地が９億１百万円、投資有価証券が２億６百万円それぞれ減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、１９２億１千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１３億１千９百万円増加し

ました。 

＜負債＞ 

流動負債は、４０億５千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億３千８百万円増加しました。こ

れは、支払手形及び買掛金が１１億３千７百万円増加したことなどによります。 

 固定負債は、７億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ６千７百万円減少しました。これは、繰

延税金負債が１億３百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、４８億１千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１０億７千万円増加しまし

た。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、１４４億円となり、前連結会計年度末に比べ２億４千８百万円増加しました。これは、利

益剰余金が３億７千９百万円増加し、その他有価証券評価差額金が１億２千９百万円減少したことなどによ

ります。 

  

平成２３年１月以降において、当社グループの業績は、国内外経済に及ぼす政策効果が弱まる中、当面大

きな変動もなく推移するものと思われます。 

 セラミック原料部門では、ガラス原料およびファインセラミックス原料が顧客の事業環境の影響により調

整が見込まれる上、レア・アース等の入手困難や価格急上昇によって業績の停滞も予想されます。 

 電子部材部門では、世界的な需要の持続的拡大が期待されるものの、高水準な円高の影響が強く懸念され

ます。このような状況下、当部門では引き続き先端材料を中心とした積極的な開発に加え、製造の合理化に

よりさらなるコスト削減を進め業績の維持に努めて参る所存です。 

この様な状況が見込まれるものの、当第３四半期連結累計期間までの好調な業績から、平成２２年 １０

月２８日に公表した通期の業績予想を上方に修正いたしました。 

  

なお、業績予想につきましては、現時点で当社が入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業

績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末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化がな

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おります。 
  

当第３四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、第２四半期連結会計

期間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。 

棚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。 
  

定率法を採用している固定資産については、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。 
  

  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おります。 
  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益が0百万円、税金等

調整前四半期純利益が6千2百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は6千5百万円であります。 

  

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間において、流動資産に区分掲記していた「有価証券」は重要性が乏しい

ため、当第３四半期連結会計期間では、流動資産の「その他」に含めております。 
  

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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

2. 棚卸資産の評価方法

3. 固定資産の減価償却費の算定方法

4. 経過勘定項目の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（会計処理基準に関する事項の変更）

（表示方法の変更）
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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 5,155,335 3,974,600

受取手形及び売掛金 4,876,089 4,046,905

商品及び製品 1,781,352 1,519,956

仕掛品 317,274 318,831

原材料及び貯蔵品 321,793 203,259

繰延税金資産 113,981 146,748

関係会社短期貸付金 2,000,000 2,000,000

その他 231,648 61,253

貸倒引当金 △1,100 △900

流動資産合計 14,796,376 12,270,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 697,278 726,245

機械装置及び運搬具（純額） 702,708 817,173

土地 1,239,961 2,141,926

その他（純額） 157,218 122,182

有形固定資産合計 2,797,167 3,807,528

無形固定資産 5,830 6,430

投資その他の資産   

投資有価証券 1,504,821 1,711,328

その他 109,409 98,158

投資その他の資産合計 1,614,230 1,809,486

固定資産合計 4,417,229 5,623,445

資産合計 19,213,605 17,894,100
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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 3,385,303 2,247,813

未払法人税等 223,374 229,352

未払費用 149,431 183,234

その他 295,034 254,084

流動負債合計 4,053,143 2,914,485

固定負債   

繰延税金負債 130,273 234,092

資産除去債務 65,485 －

退職給付引当金 405,604 449,833

役員退職慰労引当金 158,590 143,740

固定負債合計 759,953 827,665

負債合計 4,813,097 3,742,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387,198 2,387,198

資本剰余金 1,711,759 1,711,759

利益剰余金 9,692,403 9,313,011

自己株式 △22,792 △21,412

株主資本合計 13,768,568 13,390,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 631,939 761,392

評価・換算差額等合計 631,939 761,392

純資産合計 14,400,508 14,151,949

負債純資産合計 19,213,605 17,894,100
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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 8,120,163 11,059,514

売上原価 6,605,107 8,174,015

売上総利益 1,515,055 2,885,499

販売費及び一般管理費 1,025,916 1,076,999

営業利益 489,138 1,808,500

営業外収益   

受取利息 18,313 17,004

受取配当金 28,718 31,414

その他 23,191 12,417

営業外収益合計 70,222 60,836

営業外費用   

為替差損 － 6,195

その他 1,149 14

営業外費用合計 1,149 6,209

経常利益 558,212 1,863,127

特別利益   

貸倒引当金戻入額 128 －

固定資産売却益 35,008 355

特別利益合計 35,137 355

特別損失   

固定資産処分損 3,056 912,646

投資有価証券評価損 77,738 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,548

特別損失合計 80,794 974,195

税金等調整前四半期純利益 512,554 889,287

法人税、住民税及び事業税 182,837 331,754

法人税等調整額 29,958 16,685

法人税等合計 212,795 348,440

少数株主損益調整前四半期純利益 － 540,847

四半期純利益 299,759 540,847
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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 512,554 889,287

減価償却費 313,033 265,907

固定資産処分損益（△は益） △31,952 912,290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,053 200

投資有価証券評価損益（△は益） 77,738 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,209 △44,228

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,545 14,850

受取利息及び受取配当金 △47,031 △48,418

売上債権の増減額（△は増加） △1,509,035 △829,184

たな卸資産の増減額（△は増加） 647,175 △378,374

仕入債務の増減額（△は減少） 996,471 1,137,490

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,548

その他 20,378 △144,843

小計 954,614 1,836,525

利息及び配当金の受取額 41,486 44,320

法人税等の支払額 △169,185 △405,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 826,915 1,474,975

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 △1,000,000 △700,000

定期預金の払戻による収入 700,000 700,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △404,911 △119,654

有形固定資産の売却による収入 35,282 1,950

投資有価証券の取得による支出 △10,281 △10,510

保険積立金の積立による支出 △87,893 △11,347

その他 △15 △1,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △767,819 △140,773

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △152,276 △153,048

その他 △690 △1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,966 △154,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,643 971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,227 1,180,745

現金及び現金同等物の期首残高 2,683,555 3,294,775

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,592,327 4,475,520
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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) 

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の使用目的の類似性を中心とした区分であります。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) セラミック原料・・・カオリン、陶石、けい砂、コレマナイト、ほう砂、炭酸リチウム等 

 (2) 電子部材   ・・・電子部品用セラミック原料、充填材等 

  

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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) 

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

      (1) 東南アジア・・・中国、台湾、韓国、マレーシアほか 

      (2) その他  ・・・スリランカ、米国ほか 

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。 

  

(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】

セラミック 
原料(千円)

電子部材  
(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

4,446,704 3,673,458 8,120,163 ― 8,120,163

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 4,446,704 3,673,458 8,120,163 ─ 8,120,163

営業利益 229,669 574,398 804,068 (314,929) 489,138

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,571,910 56,658 2,628,569

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 8,120,163

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

31.7 0.7 32.4
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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。 
  
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・サービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱う製品・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。 

従って、当社は事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「セラミック原

料」及び「電子部材」の２つを報告セグメントとしております。 

「セラミック原料」は、陶磁器原料、ガラス原料及びファインセラミックス原料の製造販売をしており

ます。「電子部材」は、電子部品用セラミック原料等の製造販売をしております。 

  

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) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△330,057千円には、全社費用△330,057千円が含まれております。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない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 

当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

【セグメント情報】

(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セラミック原料 電子部材 計

売上高

  (1)外部顧客への売上高 5,813,578 5,245,936 11,059,514 － 11,059,514

  (2) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 
      売上高又は振替高

－ － － － －

計 5,813,578 5,245,936 11,059,514 － 11,059,514

セグメント利益 619,028 1,519,529 2,138,558 △ 330,057 1,808,500

(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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