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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 4,450 14.4 150 ― 146 ― 129 ―
22年3月期第3四半期 3,888 △22.5 △709 ― △695 ― △685 ―

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 17.61 ―
22年3月期第3四半期 △93.00 ―

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 7,326 3,220 44.0 436.84
22年3月期 10,393 5,912 56.4 795.59

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,220百万円 22年3月期  5,864百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 6,201 20.1 11 ― 19 ― 4 ― 0.67



(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。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「（３）連結業績
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「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 7,492,652株 22年3月期  7,492,652株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  121,080株 22年3月期  121,058株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 7,371,581株 22年3月期3Q 7,371,594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におけるわが国経済は、経済対策の効果による個人消費の持ち直しや新興国経済の底

堅い成長などから緩やかながら景気回復基調が持続しているものの、依然厳しい雇用情勢や欧州の財政不安などま

だまだ予断を許さない状況で推移いたしました。 

 当社が所属する水晶デバイス業界は、スマートフォン市場の急成長やエコポイント効果によるフラットＴＶ等の

家電製品が好調に推移しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,450,649千円（前年同期比14.4％増）、営業利益150,938千円

（前年同期は709,163千円の営業損失）、経常利益146,537千円（前年同期は695,149千円の経常損失）、四半期純

利益129,795千円（前年同期は685,534千円の四半期純損失）となりました。 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 （水晶製品事業） 

水晶製品事業では、ＨＤＤ等のパソコン関連向け、ゲーム機器向けなどの需要減により無線モジュールが減収

となりましたが、自動車向けやスマートフォン向けの受注が好調に推移し増収となりました。 

また、高付加価値製品の受注伸長によるプロダクトミックスの改善、全社的なコスト削減と効率化による生産

性の改善や前期に行った固定資産の減損処理による減価償却費の減少により収益性が向上しました。 

その結果、水晶製品事業の売上高は4,285,725千円（前年同期比16.1％増）となりました。 

  

 （その他の電子部品事業） 

その他の電子部品事業は、ＡＶ機器向けの抵抗器の受注が好調でありましたが、インダクタの事業縮小の影響に

より当事業の売上高は164,924千円（前年同期比16.9％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の減少316,922千円、受取手形及び売掛金の減

少92,553千円、機械装置及び運搬具の増加208,176千円等により前連結会計年度末から164,440千円減少し、

7,326,002千円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金の減少168,023千円、長期借入金の減少346,752千

円、短期借入金の増加314,386千円等により前連結会計年度末から197,851千円減少し、4,105,752千円となりまし

た。純資産合計は、利益剰余金の増加129,795千円、評価・換算差額等の減少46,395千円、少数株主持分の減少

49,981千円等により、前連結会計年度末から33,411千円増加し3,220,249千円となりました。  

  

 キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は338,014千円（前年同期は91,809千円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益147,777千円、減価償却費344,804千円、仕入債務の減

少136,003千円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は426,151千円（前年同期は400,348千円の使

用）となりました。これは主に定期預金の預入による支出339,372千円、定期預金の払戻による収入380,408千

円、有形固定資産の取得による支出420,727千円、少数株主からの株式の取得による支出47,613千円等によるも

のであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は153,790千円（前年同期は116,308千円の使

用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）313,106千円、長期借入金の返済による支出465,618千

円等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間においては、営業利益、経常利益、当期純利益ともに当初予想を上回る結果となり

ましたが、第４四半期の受注動向等、事業環境が不透明であることから前回予想を据え置くことといたします。現

在先行きの情勢を精査中であり、精査の結果、業績予想の修正が必要と判断される場合には、すみやかに公表いた

します。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末に係る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。 

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、当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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。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はありません。 

  

②（追加情報）  

 当社は、平成22年８月１日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。この改定

により退職給付債務が65,551千円増加し、当該増加額は発生時に一括で費用処理しております。  

  

（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



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 1,321,492 1,638,415

受取手形及び売掛金 1,382,065 1,474,618

商品及び製品 406,277 335,037

仕掛品 226,010 260,068

原材料及び貯蔵品 609,503 514,691

その他 154,151 127,476

貸倒引当金 △2,674 △2,575

流動資産合計 4,096,824 4,347,731

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 462,322 473,873

機械装置及び運搬具（純額） 1,656,572 1,448,395

工具、器具及び備品（純額） 94,005 88,971

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 5,415 6,626

建設仮勘定 280,907 374,644

有形固定資産合計 2,914,652 2,807,941

無形固定資産   

ソフトウエア 1,627 4,362

その他 17,376 18,800

無形固定資産合計 19,004 23,163

投資その他の資産   

投資有価証券 152,334 180,186

破産更生債権等 67,000 71,250

その他 140,265 127,647

貸倒引当金 △67,000 △71,250

投資その他の資産合計 292,600 307,834

固定資産合計 3,226,257 3,138,939

繰延資産   

開発費 2,919 3,771

繰延資産合計 2,919 3,771

資産合計 7,326,002 7,490,442



（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 831,803 999,826

短期借入金 882,237 567,850

1年内返済予定の長期借入金 542,772 661,638

未払法人税等 11,956 9,858

賞与引当金 3,417 －

設備関係支払手形 264,443 182,859

繰延税金負債 744 －

その他 286,111 332,715

流動負債合計 2,823,486 2,754,749

固定負債   

長期借入金 985,820 1,332,572

繰延税金負債 534 812

退職給付引当金 174,352 103,108

役員退職慰労引当金 116,140 107,100

環境対策引当金 1,428 －

その他 3,990 5,262

固定負債合計 1,282,266 1,548,855

負債合計 4,105,752 4,303,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,070,520 1,070,520

資本剰余金 957,810 957,810

利益剰余金 1,554,270 1,424,475

自己株式 △17,766 △17,759

株主資本合計 3,564,834 3,435,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,994 1,007

為替換算調整勘定 △316,618 △299,225

評価・換算差額等合計 △344,613 △298,217

少数株主持分 28 50,010

純資産合計 3,220,249 3,186,838

負債純資産合計 7,326,002 7,490,442



（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 3,888,794 4,450,649

売上原価 3,694,649 3,389,456

売上総利益 194,144 1,061,193

販売費及び一般管理費 903,307 910,254

営業利益又は営業損失（△） △709,163 150,938

営業外収益   

受取利息 5,373 1,061

受取配当金 1,302 2,564

助成金収入 23,718 10,447

作業くず売却益 － 14,543

その他 28,663 11,753

営業外収益合計 59,057 40,369

営業外費用   

支払利息 29,696 26,855

為替差損 9,396 13,852

その他 5,950 4,062

営業外費用合計 45,043 44,771

経常利益又は経常損失（△） △695,149 146,537

特別利益   

固定資産売却益 706 315

負ののれん発生益 59,996 5,951

特別利益合計 60,702 6,267

特別損失   

固定資産売却損 － 28

固定資産除却損 46,258 1,060

投資有価証券売却損 － 253

環境対策引当金繰入額 － 1,428

退職特別加算金 － 2,255

特別損失合計 46,258 5,027

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（△）

△680,704 147,777

法人税、住民税及び事業税 7,805 9,880

法人税等調整額 △587 519

法人税等合計 7,218 10,400

少数株主損益調整前四半期純利益 － 137,377

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,388 7,582

四半期純利益又は四半期純損失（△） △685,534 129,795



（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 1,472,666 1,547,319

売上原価 1,386,361 1,109,663

売上総利益 86,304 437,655

販売費及び一般管理費 304,659 290,496

営業利益又は営業損失（△） △218,354 147,158

営業外収益   

受取利息 1,003 174

受取配当金 658 685

助成金収入 5,246 3,660

作業くず売却益 － 4,569

その他 6,328 5,740

営業外収益合計 13,236 14,831

営業外費用   

支払利息 9,444 7,812

為替差損 5,900 9,615

その他 △77 1,635

営業外費用合計 15,266 19,063

経常利益又は経常損失（△） △220,384 142,926

特別利益   

固定資産売却益 △35 315

特別利益合計 △35 315

特別損失   

固定資産売却損 － 28

固定資産除却損 45,670 73

投資有価証券売却損 － 253

退職特別加算金 － 1,129

特別損失合計 45,670 1,484

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（△）

△266,090 141,757

法人税、住民税及び事業税 2,582 2,969

法人税等調整額 △128 26

法人税等合計 2,454 2,995

少数株主損益調整前四半期純利益 － 138,761

少数株主利益 2,173 2,251

四半期純利益又は四半期純損失（△） △270,718 136,510



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△680,704 147,777

減価償却費 758,717 344,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 412 171

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,946 3,417

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,852 71,244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,060 9,040

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 1,428

受取利息及び受取配当金 △6,675 △3,633

支払利息 29,663 26,710

為替差損益（△は益） △16,705 81

負ののれん発生益 △59,996 △5,951

有形固定資産売却損益（△は益） △706 △287

有形固定資産除却損 46,258 1,060

投資有価証券売却損益（△は益） － 253

売上債権の増減額（△は増加） △578,852 70,422

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,108 △131,691

仕入債務の増減額（△は減少） 613,069 △136,003

未収入金の増減額（△は増加） 3,106 38,285

未払金の増減額（△は減少） △3,410 △265

その他 3,809 △71,315

小計 △31,087 365,549

利息及び配当金の受取額 6,646 3,976

利息の支払額 △25,462 △23,756

法人税等の支払額 △12,265 △7,755

法人税等の還付額 153,978 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,809 338,014

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 △492,525 △339,372

定期預金の払戻による収入 510,088 380,408

有形固定資産の取得による支出 △321,139 △420,727

有形固定資産の売却による収入 2,122 1,594

投資有価証券の取得による支出 △32,439 △4,805

投資有価証券の売却による収入 － 3,401

子会社株式の取得による支出 △126,251 △47,613

保険積立金の解約による収入 62,613 －

その他 △2,817 964

投資活動によるキャッシュ・フロー △400,348 △426,151



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 15,523 313,106

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △431,240 △465,618

自己株式の取得による支出 － △6

リース債務の返済による支出 △591 △1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,308 △153,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 △665 △10,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425,512 △252,772

現金及び現金同等物の期首残高 1,749,468 1,149,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323,956 896,645



 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．事業区分の方法 

 事業は製品の系列を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

【所在地別セグメント情報】 

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、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、シンガポール、マレーシア  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  水晶製品  
（千円）  

抵抗器
 （千円） 

インダクタ 
（千円）  

その他 
（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 
 3,690,366 80,752 81,600 36,075 3,888,794  － 3,888,794

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 － － － － －  － －

計   3,690,366 80,752 81,600 36,075 3,888,794  － 3,888,794

 営業利益又は営業損失（△）  △221,432 15,769 4,979  11,760 △188,923 (520,239) △709,163

事業区分 主要製品 

水晶製品 表面実装型水晶振動子、スルーホール実装型水晶振動子、表面実装型水晶発振器等 

抵抗器 炭素皮膜固定抵抗器、不燃性炭素皮膜固定抵抗器等 

インダクタ ラジアルリードインダクタ、チップインダクタ等 

その他 開閉器等 

  
日本 

（千円） 
アジア  
（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  2,914,189  974,604  3,888,794  －  3,888,794

 (2）セグメント間の内部売上高  829,250  92,559  921,810 (921,810)  －

計  3,743,440  1,067,163  4,810,604 (921,810)  3,888,794

 営業損失（△）  △166,967  △11,992  △178,960 (530,203)  △709,163



【海外売上高】 

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、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は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…シンガポール、マレーシア、台湾、中国、韓国、香港 

(3）その他…ＥＵ、オーストラリア 

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

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 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）及び当第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、製品の種類別に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、事業の種類別を基礎としたセグメントから構成されており、「水晶製品事業」及び

「その他の電子部品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「水晶製品事業」は、ＡＴカット水晶振動子、音叉型水晶振動子及び水晶発振器を生産しております。

「その他の電子部品事業」は、炭素皮膜固定抵抗器、不燃性炭素皮膜抵抗器、ラジアルリードインダクタ及

びチップインダクタ等を生産しております。  

  

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） 

  

  北米 アジア  その他  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  24,238  1,152,281  2,301  1,178,821

Ⅱ 連結売上高（千円）                    3,888,794

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 0.6  29.6  0.1  30.3

  
報告セグメント  

合計  
水晶製品 その他の電子部品 計 

売上高      

外部顧客への売上高  4,285,725 164,924  4,450,649 4,450,649

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
－ －  － －

計  4,285,725 164,924  4,450,649 4,450,649

セグメント利益  133,669 12,868  146,537 146,537



３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

 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）  

  

４．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。  

  

（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。   

（１）生産実績 

   当第３四半期連結会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．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

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３四半期連結会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３四半期連結会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．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

利益  金額  

報告セグメント計   146,537

四半期連結損益計算書の経常利益   146,537

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 生産高（千円）  前年同四半期比（％）  

水晶製品  1,553,652  －

その他の電子部品  38,572  －

合計  1,592,224  －

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（％）

水晶製品  1,124,887  －  591,385  －

その他の電子部品  48,009  －  13,104  －

合計  1,172,897  －  604,489  －

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

水晶製品  1,500,417  －

その他の電子部品  46,901  －

合計  1,547,319  －
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