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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 28,304 23.3 1,131 58.6 537 ― 134 ―
22年3月期第3四半期 22,954 △22.7 713 △60.0 20 △98.1 △205 ―

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 3.25 ―
22年3月期第3四半期 △4.95 ―

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 56,017 31,727 50.6 683.52
22年3月期 57,732 32,556 51.5 716.78

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  28,344百万円 22年3月期  29,734百万円

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 ― 5.00 5.00
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  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 37,000 15.7 1,550 26.3 720 18.2 240 2.5 5.79



(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ます。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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「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 45,246,212株 22年3月期  45,246,212株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,778,321株 22年3月期  3,763,459株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 41,474,866株 22年3月期3Q 41,548,533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（2010年4月1日から12月31日間までの9ヶ月間）におけるわが国経済は、アジアを

中心とした輸出の増加や、企業収益の改善に伴う設備投資の増加などにより、概ね堅調に推移しました。世界経

済におきましては、中国を中心としたアジア経済は引き続き好調に推移し、米国においても政策効果なども加わ

り景気は穏やかな回復基調となりました。欧州では一部の国で財政危機などにより景気減速が懸念されたもの

の、ドイツを中心として景気の改善が継続しました。 

このような経済環境の中、携帯電話市場ではスマートフォンなどの高機能端末向けの製品が大きく伸びまし

た。また、カーエレクトロニクス市場におきましても堅調に推移しました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は28,304百万円（前年同期比23.3％増）となりました。利益

面につきましては、売上高の増加に加え、小型・新製品の投入による製品ミックスの改善や生産性向上などコス

ト改善を継続し、営業利益は1,131百万円（前年同期比58.6％増）となりました。また為替相場の円高／ドル安

の影響により、為替差損652百万円を計上した結果、経常利益は537百万円（前年同四半期連結累計期間は経常利

益20百万円）、四半期純利益は134百万円（前年同四半期連結累計期間は四半期純損失205百万円）となりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前期末と比較して1,714百万円減少し、56,017百万円となりまし

た。機械装置等が増加いたしましたが、現金及び預金の減少が主な要因となっております。 

 負債合計は、前期末に比べ886百万円減少し、24,289百万円となりました。有利子負債の圧縮などによるもの

であります。 

 純資産合計は、前期末に比べ828百万円減少し、31,727百万円となりました。為替換算調整勘定が減少したた

め、純資産が減少しております。 

 自己資本比率は、前期末に比べ0.9ポイント減少し、50.6％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月期の通期の業績予想につきましては、平成22年11月10日発表の業績予想に変更はありません。 

  

（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 

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

 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、前連結会計年度末の実地棚

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。 

  

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して算定する方法

によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、主に当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

 従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であったPT.KDS INDONESIAについては、同日現在の財務諸表を利用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、第１四半期連結会計期

間より、決算日を３月31日に変更したことにより、当第３四半期連結累計期間は、平成22年４月１日から平成22

年12月31日までの９か月間を連結しております。なお、平成22年１月１日から平成22年３月31日までの３か月間

の損益については利益剰余金に計上するとともに、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残

高の修正項目として計上しております。 

  

（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。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が1,856千円、税金等調整

前四半期純利益が12,048千円それぞれ減少しております。 

   



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 7,885,875 9,407,530

受取手形及び売掛金 10,391,449 10,164,045

有価証券 1,866,262 3,364,559

商品及び製品 2,922,660 2,461,374

仕掛品 3,061,054 2,911,954

原材料及び貯蔵品 2,220,748 1,991,695

繰延税金資産 44,237 34,384

その他 1,272,392 1,292,784

貸倒引当金 △64,335 △89,537

流動資産合計 29,600,345 31,538,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,955,497 5,435,258

機械装置及び運搬具（純額） 12,141,664 11,607,115

工具、器具及び備品（純額） 1,201,518 1,208,945

土地 5,620,528 5,666,945

建設仮勘定 600,859 196,345

有形固定資産合計 24,520,068 24,114,610

無形固定資産   

のれん 175,919 195,825

その他 162,653 178,700

無形固定資産合計 338,572 374,525

投資その他の資産   

投資有価証券 1,040,699 1,114,498

長期貸付金 391 696

繰延税金資産 3,524 9,595

その他 704,654 770,161

貸倒引当金 △190,857 △190,867

投資その他の資産合計 1,558,413 1,704,083

固定資産合計 26,417,055 26,193,219

資産合計 56,017,400 57,732,009



（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 2,779,159 2,817,291

短期借入金 4,713,575 4,002,670

1年内返済予定の長期借入金 2,741,093 2,957,175

未払金 1,269,660 1,199,664

未払法人税等 158,957 153,036

繰延税金負債 6,918 5,671

賞与引当金 274,904 267,541

役員賞与引当金 11,250 －

その他 849,558 765,965

流動負債合計 12,805,077 12,169,018

固定負債   

長期借入金 8,138,205 9,635,978

繰延税金負債 524,688 615,011

退職給付引当金 1,538,388 1,494,885

長期未払金 1,180,831 1,127,241

資産除去債務 23,878 －

その他 78,719 133,797

固定負債合計 11,484,712 13,006,914

負債合計 24,289,790 25,175,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,615 12,413,615

利益剰余金 522,073 724,354

自己株式 △1,515,980 △1,509,743

株主資本合計 30,764,592 30,973,110

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,024 41,130

為替換算調整勘定 △2,331,557 △1,280,240

評価・換算差額等合計 △2,420,581 △1,239,110

少数株主持分 3,383,599 2,822,075

純資産合計 31,727,610 32,556,076

負債純資産合計 56,017,400 57,732,009



（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 22,954,788 28,304,101

売上原価 18,054,655 22,374,959

売上総利益 4,900,133 5,929,142

販売費及び一般管理費 4,186,575 4,797,525

営業利益 713,557 1,131,617

営業外収益   

受取利息 30,354 12,256

受取配当金 24,836 23,401

補助金収入 － 251,700

その他 126,929 179,198

営業外収益合計 182,120 466,556

営業外費用   

支払利息 303,087 298,806

為替差損 401,110 652,082

その他 170,659 110,056

営業外費用合計 874,857 1,060,945

経常利益 20,820 537,228

特別利益   

固定資産売却益 5,425 10,533

減損損失戻入益 － 116,334

投資有価証券売却益 102,816 －

貸倒引当金戻入額 － 10,136

その他 11,334 －

特別利益合計 119,575 137,004

特別損失   

固定資産売却損 114 2,264

固定資産除却損 2,784 13,824

投資有価証券評価損 26,276 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

持分変動損失 10,139 26,479

その他 3,012 1,526

特別損失合計 42,328 54,285

税金等調整前四半期純利益 98,068 619,947

法人税、住民税及び事業税 220,841 272,826

法人税等調整額 △20,409 △36,804

法人税等合計 200,432 236,021

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△102,364 383,925

少数株主利益 103,325 249,154

四半期純利益又は四半期純損失（△） △205,689 134,770



（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 98,068 619,947

減価償却費 2,386,759 2,742,757

のれん償却額 76,266 61,312

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,842 △19,635

賞与引当金の増減額（△は減少） △388,996 9,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 11,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,959 48,663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

受取利息及び受取配当金 △55,191 △35,657

支払利息 303,087 298,806

為替差損益（△は益） 231,299 48,188

投資有価証券売却損益（△は益） △102,816 －

投資有価証券評価損益（△は益） 26,276 －

有形固定資産売却損益（△は益） △5,310 △8,268

有形固定資産除却損 2,784 13,824

減損損失戻入益 － △116,334

売上債権の増減額（△は増加） △1,559,026 △973,191

たな卸資産の増減額（△は増加） 778,859 △1,281,468

仕入債務の増減額（△は減少） △248,998 606,094

その他 377,414 377,541

小計 2,001,276 2,413,455

利息及び配当金の受取額 55,191 35,657

利息の支払額 △304,485 △264,477

法人税等の還付額 33,604 －

法人税等の支払額 △300,564 △176,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,485,023 2,008,430

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 △20,682 －

定期預金の払戻による収入 96,084 －

有形固定資産の取得による支出 △1,752,368 △4,588,904

有形固定資産の売却による収入 198,257 295,490

投資有価証券の取得による支出 △54,284 △61,935

投資有価証券の売却による収入 229,504 －

子会社株式の取得による支出 － △256,759

貸付けによる支出 △5,824 △1,760

貸付金の回収による収入 4,441 2,941

その他 128,226 △56,579

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,176,645 △4,667,506



（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） 405,039 931,878

長期借入れによる収入 4,390,713 760,634

長期借入金の返済による支出 △3,539,745 △2,152,353

配当金の支払額 △127,385 △374,072

少数株主からの払込みによる収入 23,539 790,695

少数株主への配当金の支払額 △79,992 △108,335

自己株式の処分による収入 226 －

自己株式の取得による支出 △102,823 △6,236

財務活動によるキャッシュ・フロー 969,573 △157,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145,817 △240,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,132,133 △3,056,916

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金
同等物の増加額 － 51,066

現金及び現金同等物の期首残高 12,062,570 12,660,067

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,194,704 9,654,216



 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）  

水晶製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

［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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………ドイツ 

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、インドネシア、台湾、タイ 

(3）北米………米国 

  

[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 各区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………ドイツ 

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、台湾 

(3）北米………米国 

３ 海外売上高は、当社グループ（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。

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本 
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

北米
（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  9,177,827 950,303 12,034,987 791,670  22,954,788  － 22,954,788

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 10,871,777 674 6,831,729 713  17,704,894 (17,704,894) －

計  20,049,604 950,977 18,866,716 792,384  40,659,683 (17,704,894) 22,954,788

営業利益又は営業損失（△）  2,176,810 △39,634 △60,620 △70,150  2,006,405 (1,292,847) 713,557

  欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  952,637  15,106,099  822,120  16,880,857

Ⅱ 連結売上高（千円）                    22,954,788

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.1  65.8  3.6  73.5



［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

  当社グループは、水晶応用電子部品を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては米国、欧

州、中国、台湾、アジアの各地域をDAISHINKU(AMERICA)CORP.（米国）、DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH（欧州）、大

真空（香港）有限公司（中国）、天津大真空有限公司（中国）、加高電子股份有限公司（台湾）、DAISHINKU

(SHINGAPORE)PTE.LTD.（アジア）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立

した経営単位であり、取り扱う製品について各地域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、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした所在地別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米」、「欧州」、「中国」、「台湾」及び「アジア」の６つを報告セグメントとしております。  

  

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. セグメント利益（営業利益）の調整額△38,270千円には、セグメント間取引消去96,877千円、のれんの

償却額△61,312千円、その他の調整額△73,835千円が含まれております。 

２. 日本、中国、台湾以外の各セグメント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 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

（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。   

  

   

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 日本 

  
北米 

（注）２ 
欧州 

（注）２ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）２ 計

売上高                                             

外部顧客への

売上高 
 9,044,712  864,879 1,101,969 6,226,781 9,493,587 1,572,170  28,304,101  － 28,304,101

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 14,850,328  766 1,193 3,804,327 1,457,444 3,574,424  23,688,485  △23,688,485 －

計  23,895,040  865,646 1,103,163 10,031,109 10,951,031 5,146,595  51,992,587  △23,688,485 28,304,101

セグメント利益

又は損失（△） 
 913,344  △42,027 7,703 △496,155 749,466 37,555  1,169,887  △38,270 1,131,617

（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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