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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 3,788 △1.5 602 6.8 627 8.6 379 20.6
23年3月期第1四半期 3,846 66.7 564 ― 578 ― 314 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 337百万円 （169.5％） 23年3月期第1四半期 125百万円 （―％）

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 18.81 ―
23年3月期第1四半期 15.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,231 14,910 77.5
23年3月期 19,398 14,674 75.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,910百万円 23年3月期  14,674百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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) 6,800 △8.3 900 △25.1 930 △24.4 560 277.1 27.75
通期 14,100 △3.4 1,870 △20.9 1,930 △20.8 1,160 38.4 57.48



(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、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

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 20,249,087 株 23年3月期 20,249,087 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 72,494 株 23年3月期 71,547 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,176,759 株 23年3月期1Q 20,182,440 株
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当第１四半期連結累計期間において、３月に発生した東日本大震災後の我が国経済の混乱の中、当社グル

ープの業績は、大きく影響を受けることなく推移しました。 

 セラミック原料部門のうち陶磁器原料およびファインセラミックス原料の売上げは、何れも前年同期に対

し増加しましたが、ガラス原料は下回りました。陶磁器原料では新原料の投入と海外展開の効果が見られ、

業績は回復傾向にあります。ガラス原料ではフラットパネルディスプレイ向けはほぼ横ばいだったものの、

光学ガラス向けがレア・アースの入手困難も影響して落ち込みました。一方、ファインセラミックス原料で

は、光通信業界向けを中心に拡大し、前年同期を上回りました。 

 この結果、セラミック原料部門の業績は、売上高２０億３千７百万円（前年同期比３．４％増）、セグメ

ント利益（営業利益）２億６百万円（同４．１％増）となりました。 

 電子部材部門では、スマートフォンとタブレット端末向けが前期に引き続き好調でしたが、薄型ＴＶ、パ

ソコンが低調に推移したため、売上げは、前年同期に対し微減となりました。 

 この結果、電子部材部門の業績は、売上高１７億５千万円（前年同期比６．７％減）、セグメント利益

（営業利益）５億７百万円（同５．８％増）となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高３７億８千８百万円（前年同期比１．５％

減）、営業利益６億２百万円（同６．８％増）、経常利益６億２千７百万円（同８．６％増）、四半期純利

益３億７千９百万円（同２０．６％増）と減収増益になりました。 

  

＜資産＞ 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ７千６百万円減少し、１４７億９千万円となりました。これは、現

金及び預金が１億１千４百万円減少し、受取手形及び売掛金が８千万円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ９千万円減少し、４４億４千万円となりました。これは、投資有価

証券が６千８百万円、機械装置及び運搬具が３千４百万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、前連結会計年度末に比べ１億６千７百万円減少し、１９２億３千１百万円となりま

した。 

＜負債＞ 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億６千５百万円減少し、３６億７百万円となりました。これは、

未払法人税等が２億３千万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ３千７百万円減少し、７億１千２百万円となりました。これは、繰

延税金負債が２千９百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億３百万円減少し、４３億２千万円となりました。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億３千５百万円増加し、１４９億１千万円となりました。これ

は、利益剰余金が２億７千８百万円増加したことなどによります。 

  

第２四半期以降において、アジア地区を中心とする海外需要は拡大が続くと思われます。 

 セラミック原料部門では、フラットパネルの先行きに不透明感があり、ディスプレイ用ガラス原料は減速

する可能性が考えられます。光通信業界向けファインセラミックス原料は堅調に推移するものと予想されま

す。 

 電子部材部門では、震災後の部品調達不安による過剰発注があった為、現在部品メーカー各社は在庫調整

を行っており、今後の生産動向は不透明です。また、電子部品用原料の汎用品市場では、海外競合メーカー

との価格競争が激化し、円高の影響もあって、苦戦することが予想されます。当部門では、引き続き先端材

料を中心に積極的な技術開発を推進し、生産技術の向上により競争力を高め、拡販を図って参ります。 

 従って、平成２３年５月１０日の決算発表時に公表した業績予想は、現時点においては変更ありません。

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．当四半期決算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。 

  

  
該当事項はありません。 

  
  

  
該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 5,760,587 5,646,182

受取手形及び売掛金 4,333,589 4,413,674

商品及び製品 1,569,052 1,529,607

仕掛品 319,125 256,721

原材料及び貯蔵品 539,947 665,060

繰延税金資産 186,756 130,308

関係会社短期貸付金 2,000,000 2,000,000

その他 159,580 150,195

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 14,867,738 14,790,849

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 692,229 686,257

機械装置及び運搬具（純額） 831,642 796,973

土地 1,239,905 1,239,905

その他（純額） 181,260 200,289

有形固定資産合計 2,945,037 2,923,425

無形固定資産 5,631 5,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,468,942 1,400,738

繰延税金資産 6,678 6,268

その他 104,712 104,712

投資その他の資産合計 1,580,333 1,511,719

固定資産合計 4,531,001 4,440,601

資産合計 19,398,740 19,231,451
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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 2,834,406 2,846,540

未払法人税等 427,036 196,616

役員賞与引当金 10,000 －

未払費用 197,096 125,710

その他 504,637 439,034

流動負債合計 3,973,177 3,607,902

固定負債   

繰延税金負債 101,960 72,142

退職給付引当金 418,356 407,369

役員退職慰労引当金 164,870 167,760

資産除去債務 65,568 65,652

固定負債合計 750,754 712,924

負債合計 4,723,932 4,320,826

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 9,989,888 10,268,608

自己株式 △23,074 △23,444

株主資本合計 14,065,771 14,344,122

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 609,036 566,502

その他の包括利益累計額合計 609,036 566,502

純資産合計 14,674,808 14,910,624

負債純資産合計 19,398,740 19,231,451
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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 3,846,977 3,788,477

売上原価 2,915,627 2,823,290

売上総利益 931,349 965,187

販売費及び一般管理費 367,092 362,779

営業利益 564,257 602,407

営業外収益   

受取利息 4,990 3,493

受取配当金 15,549 16,184

その他 3,672 6,663

営業外収益合計 24,212 26,342

営業外費用   

為替差損 10,453 1,151

営業外費用合計 10,453 1,151

経常利益 578,015 627,598

特別利益 － －

特別損失   

固定資産処分損 912 654

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 62,460 654

税金等調整前四半期純利益 515,554 626,944

法人税、住民税及び事業税 188,505 191,245

法人税等調整額 12,178 56,091

法人税等合計 200,684 247,336

少数株主損益調整前四半期純利益 314,870 379,608

四半期純利益 314,870 379,608
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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 314,870 379,608

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △189,792 △42,533

その他の包括利益合計 △189,792 △42,533

四半期包括利益 125,077 337,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 125,077 337,074

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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△113,177千円には、全社費用△113,177千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。 

  

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△110,908千円には、全社費用△110,908千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。 

  

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) 

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

【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

  外部顧客への売上高 1,971,141 1,875,836 3,846,977 － 3,846,977

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 1,971,141 1,875,836 3,846,977 － 3,846,977

セグメント利益 197,917 479,516 677,434 △113,177 564,257

(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

  外部顧客への売上高 2,037,807 1,750,669 3,788,477 － 3,788,477

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 2,037,807 1,750,669 3,788,477 － 3,788,477

セグメント利益 206,015 507,300 713,316 △110,908 602,407

（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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