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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 5,355 16.7 993 56.5 1,032 47.6 687 83.2
23年3月期第1四半期 4,587 55.4 634 ― 699 ― 375 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 479百万円 （486.5％） 23年3月期第1四半期 82百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 63.92 63.83
23年3月期第1四半期 34.90 ―

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

24年3月期第1四半期 33,733 28,428 84.2 2,641.36
23年3月期 33,649 28,106 83.4 2,611.82
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,394百万円 23年3月期  28,077百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 9,600 0.2 1,480 0.3 1,570 4.0 938 2.7 87.26
通期 23,100 15.4 3,560 17.3 3,720 20.5 2,210 9.9 205.58



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,072,000 株 23年3月期 11,072,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 322,113 株 23年3月期 322,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,749,904 株 23年3月期1Q 10,747,094 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、米国企業業績の回復や中国を始めとする新興国経済の活況が継続した

ものの、中東や北アフリカにおける民主化への流れを受けた政情不安、欧州でのギリシャ債務問題再発、2011年３

月11日に発生した東日本大震災での原発事故を背景とした今後のエネルギー問題の発生など先行きは未だ不透明な

状況でありました。  

また、国内経済につきましては、東日本大震災、原発事故の影響による輸出の大幅な落ち込み、企業の生産活動

低下や個人消費の落ち込みは見られましたが、徐々に復興の兆しが出てきました。  

このような経済環境の中、当社グループの属する電子部品関連市場や照明機器関連市場は、中国をはじめとする

アジアを中心としたデジタル機器の堅調な需要、拡大する環境関連市場でのＨＥＶ・ＥＶ車や風力発電向けのパワ

ーモジュールやＬＥＤ照明機器の需要拡大、そして半導体製造装置市場における東日本大震災被災地にて停止して

いた生産活動の再開、急速な立直りなど、フォローの風が吹きました。  

当社におきましてもこのような市場向けの電子部品やセラミック基板、半導体製造装置に使用される石英ガラス

製品の受注が予想以上に好調に推移し、セラミック部品事業の売上は前期第１四半期を上回る状況となってきまし

た。その結果、連結売上高は5,355百万円（前年同期比16.7％増）となりました。  

利益面に関しましては、リーマンショック以来継続実施しておりますグループを挙げての収益体質強化諸施策の

効果により安定した利益を得ることができました。  

  以上のことから、連結営業利益は993百万円（前年同期比56.5％増）となりました。経常利益は1,032百万円（前

年同期比47.6％増）、四半期純利益は687百万円（前年同期比83.2％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①セラミック部品事業 

  市場環境は好調に推移してきており、売上高は前年同期比17.5％増の5,123百万円となりました。 

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活況により、受注は堅調であります。特に、ハイブリッドカー向けを含めたパワーモジ

ュール用基板等が好調に推移しました。また、石英ガラス製品も半導体市場や半導体設備市場の回復により、需要

は堅調であります。 

  

営業利益は前年同期比50.0％増の1,199百万円となりました。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、予想を上回る結果となりました。 

  

②照明機器事業 

  照明機器事業の売上高は、前年同期比1.5％増の231百万円、営業損失は前年同期に比し20百万円悪化し、35百万

円になりました。ＬＥＤ照明機器は公共関係を中心に引き合い、受注ともに増加傾向に推移しております。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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前期 当期 

平成23年３月期第１四半期 平成24年３月期第１四半期 

セラミック部品事業     
  売上高  4,360  5,123

  営業利益  799  1,199

照明機器事業     
  売上高  228  231

  営業利益又は営業損失（△）  △16  △35

合計     
  売上高  4,587  5,355

  営業利益  784  1,163

消去又は全社     
  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △149  △171

連結     
  売上高  4,587  5,355

  営業利益  634  993
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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0.2％増加しました。主な要因

は、設備投資によるものです。  

 負債は 百万円となり、前期末と比較して4.3％減少しました。主に、未払法人税等の減少によるものです。

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して1.1％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84.2％となっております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年4月27日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

33,733

5,306

28,428

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,922,740 8,153,964

受取手形及び売掛金 6,540,548 6,270,735

商品及び製品 901,920 1,130,730

仕掛品 1,087,546 1,258,522

原材料及び貯蔵品 1,681,241 1,874,544

繰延税金資産 220,876 135,458

その他 311,620 299,128

貸倒引当金 △11,914 △12,253

流動資産合計 19,654,577 19,110,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,005,293 8,386,973

減価償却累計額 △4,223,629 △4,271,529

建物及び構築物（純額） 3,781,664 4,115,444

機械装置及び運搬具 13,025,385 13,245,971

減価償却累計額 △9,531,683 △9,641,974

機械装置及び運搬具（純額） 3,493,703 3,603,997

土地 3,155,037 3,983,828

建設仮勘定 1,525,415 886,245

その他 3,075,332 3,112,325

減価償却累計額 △2,691,175 △2,697,634

その他（純額） 384,157 414,691

有形固定資産合計 12,339,975 13,004,206

無形固定資産 220,871 218,301

投資その他の資産 1,433,995 1,400,069

固定資産合計 13,994,842 14,622,575

資産合計 33,649,419 33,733,403
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,105,609 2,034,583

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 597,604 219,981

賞与引当金 345,153 170,931

役員賞与引当金 22,375 2,250

設備関係支払手形 668,593 754,252

その他 1,229,252 1,546,163

流動負債合計 4,973,270 4,732,845

固定負債   

長期借入金 116,029 114,858

繰延税金負債 200,974 206,206

その他 253,550 251,704

固定負債合計 570,554 572,768

負債合計 5,543,823 5,305,612

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 13,750,465 14,276,321

自己株式 △678,704 △678,868

株主資本合計 29,528,389 30,054,081

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △49,747 △61,944

為替換算調整勘定 △1,401,786 △1,597,851

その他の包括利益累計額合計 △1,451,533 △1,659,795

新株予約権 28,329 33,050

少数株主持分 412 455

純資産合計 28,105,596 28,427,791

負債純資産合計 33,649,419 33,733,403
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,587,441 5,354,702

売上原価 3,033,637 3,435,477

売上総利益 1,553,804 1,919,224

販売費及び一般管理費 919,607 926,675

営業利益又は営業損失（△） 634,198 992,550

営業外収益   

受取利息 9,056 4,586

受取賃貸料 28,707 27,083

為替差益 26,959 9,383

その他 16,328 15,791

営業外収益合計 81,051 56,843

営業外費用   

支払利息 698 483

投資不動産賃貸費用 11,673 12,798

その他 3,509 3,963

営業外費用合計 15,880 17,245

経常利益 699,369 1,032,147

特別利益   

固定資産売却益 73 8,530

投資有価証券売却益 2,487 16

貸倒引当金戻入額 1,746 －

特別利益合計 4,305 8,546

特別損失   

固定資産除売却損 8,567 17,449

投資有価証券評価損 136,623 －

投資有価証券売却損 2,996 －

その他 1,944 －

特別損失合計 150,130 17,449

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（△）

553,544 1,023,244

法人税、住民税及び事業税 120,933 237,904

法人税等調整額 57,585 98,192

法人税等合計 178,518 336,096

少数株主損益調整前四半期純利益 375,026 687,148

少数株主利益 2 43

四半期純利益又は四半期純損失（△） 375,024 687,106
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 375,026 687,148

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 70,335 △12,196

為替換算調整勘定 △363,710 △196,065

その他の包括利益合計 △293,375 △208,262

四半期包括利益 81,651 478,886

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 81,649 478,844

少数株主に係る四半期包括利益 2 43
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該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．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 

（注）１．セグメント利益の調整額△149,346千円には、セグメント間取引消去2,494千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△151,840千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。 

２．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。 

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

（注）１．セグメント利益の調整額△171,406千円には、セグメント間取引消去5,838千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△177,244千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。 

２．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。 

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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  4,359,607  227,834 4,587,441  － 4,587,441

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,799  2,518 5,318  △5,318 －

計  4,362,406  230,353 4,592,759  △5,318 4,587,441

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 799,306  △15,762 783,544  △149,346 634,198

  （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  5,123,371  231,331 5,354,702  － 5,354,702

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 915  4,953 5,868  △5,868 －

計  5,124,286  236,284 5,360,570  △5,868 5,354,702

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,199,299  △35,344 1,163,956  △171,406 992,550

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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