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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 2,275 △16.4 △302 ― △352 ― 234 ―
23年3月期第1四半期 2,720 32.9 109 ― 14 ― 4 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 235百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △0百万円 （―％）

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 25.00 ―
23年3月期第1四半期 0.46 ―

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 15,313 9,504 62.1
23年3月期 15,383 9,315 60.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,504百万円 23年3月期  9,315百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 4,400 △22.6 △450 ― △500 ― 70 146.4 7.45
通期 9,200 △9.4 △650 ― △700 ― △130 ― △13.84



(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きの対象外であります。なお、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。業績予想の前提条件その他の他の関連する事項につきましては、添付資料P.3「（３）連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

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 9,417,200 株 23年3月期 9,417,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 24,344 株 23年3月期 24,344 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,392,856 株 23年3月期1Q 9,392,874 株
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当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災及びその後の福島原子力発電所の事故

による電力不足や放射能汚染問題に加え、自粛ムードによる消費の低迷、雇用情勢の悪化、円高の進行な

どにより、景気回復は足踏み状態となりました。 

また、海外に目を転じますと、アジア地域におきましては中国を中心に景気は総じて回復基調にありま

すが、アメリカにおける失業率の高止まりや欧州地域における金融システムに対する懸念など、景気の先

行きに対する不安要素を抱えたまま推移いたしました。 

電子部品業界におきましては、スマートフォン向けを中心とした旺盛な需要は続いており、今後も拡大

が見込まれますが、設計コンセプトやコンテンツの品揃え等により、スマートフォンメーカー間の業績に

は大きな差が生じております。また、車載用製品につきましては東日本大震災によるサプライチェーンの

寸断等により需要は一時的に鈍化し、その影響は全世界に及んでおります。 

このような状況の中、当社グループは、重点製品であるスマートフォン、小型基地局、近距離無線関連

市場に向け小型、高精度製品の開発に注力し、また中国、台湾等の新興メーカーの台頭による製品価格の

下落に対応するため、製造工程の自動化、生産効率の向上に積極的に取り組んでまいりました。しかしな

がら、円高の進行と製品価格の大幅な下落並びに主要顧客の販売シェア低下に伴う当社の受注減少等によ

り、こうした取り組みも充分な成果を出すまでには至りませんでした。 

今後、原価低減をはじめとする従来の施策をさらに徹底して行うとともに、顧客の製品開発スケジュー

ルに即したタイムリーなサンプル提供と製品認定の取得、また当社グループ内における製品開発から量産

に至るまでのスピーディな対応等に積極的に取り組み、受注拡大と収益力の向上に努めてまいりたいと考

えております。 

当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高2,275百万円（前年同四半期比16.4％減）、

営業損失302百万円（前年同四半期は109百万円の利益）、経常損失352百万円（前年同四半期は14百万円

の利益）、四半期純利益234百万円（前年同四半期は4百万円の利益）となりました。 

なお、当社は平成23年5月20日に株式会社村田製作所と包括提携契約を締結いたしました。同社とは従

来からの資本・業務提携を通じ、開発、販売面において協力関係を構築してまいりましたが、この関係を

これまで以上に深め、生産性の向上、販路の拡大、新製品の開発等に共同で取り組み、顧客ニーズにあっ

た付加価値の高い製品を提供していく事により、双方の企業価値向上を図っていく所存であります。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントは、水晶振動子、水晶フィルターは前年同期比微増となりましたが、水晶発振器の大幅

減少により、売上高2,135百万円(前年同四半期比16.8％減)、セグメント損失(営業損失)302百万円(前

年同四半期は113百万円の利益)となりました。 

当セグメントは、防衛・宇宙開発関連向け製品の減少により、売上高139百万円(前年同四半期比

9.8％減)、セグメント損失(営業損失)0百万円(前年同四半期は7百万円の損失)となりました。 

  

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

① 水晶製品事業

② 電子機器事業
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて70百万円減少し、15,313百万円

となりました。 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、8,756百万円となりました。 

主な要因は、現金及び預金の増加、未収入金及び未収消費税並びに繰延税金資産の減少によるもので

あります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ52百万円減少し、6,557百万円となりました。 

主な要因は、減価償却に伴う有形固定資産の減少によるものであります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて259百万円減少し、5,809百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ237百万円減少し、4,820百万円となりました。 

主な要因は、前受金及び設備関係支払手形の減少によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し、989百万円となりました。 

主な要因は、役員退職慰労引当金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ188百万円増加し、9,504百万

円となりました。 

主な要因は、四半期純利益の計上によるものであります。 

なお、自己資本比率は1.5ポイント増加し、62.1％となりました。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成23年５月17日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日（平成23年8月11日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

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）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

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 3,085,382 3,834,337

受取手形及び売掛金 2,087,252 2,317,887

商品及び製品 551,336 649,466

仕掛品 567,595 621,899

原材料及び貯蔵品 938,375 800,329

繰延税金資産 506,841 109,043

その他 1,038,390 424,005

貸倒引当金 △500 △420

流動資産合計 8,774,674 8,756,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,447,337 2,382,342

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,087 2,409,482

土地 1,346,734 1,288,340

建設仮勘定 638,725 282,418

その他（純額） 78,247 75,849

有形固定資産合計 6,496,133 6,438,433

無形固定資産

その他 41,065 46,989

無形固定資産合計 41,065 46,989

投資その他の資産

投資有価証券 55,494 56,091

繰延税金資産 5,324 4,978

その他 11,256 10,601

投資その他の資産合計 72,075 71,671

固定資産合計 6,609,274 6,557,094

資産合計 15,383,948 15,313,644

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,221,006 2,226,194

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 20,713 9,460

賞与引当金 40,825 28,433

その他 975,388 755,954

流動負債合計 5,057,933 4,820,044

固定負債

退職給付引当金 770,660 773,955

役員退職慰労引当金 83,630 43,270

繰延税金負債 126,198 141,997

その他 29,914 30,011

固定負債合計 1,010,404 989,233

負債合計 6,068,338 5,809,277
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,703,600 3,703,600

資本剰余金 4,134,160 4,134,160

利益剰余金 1,518,259 1,706,161

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 9,324,002 9,511,904

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,133 9,001

為替換算調整勘定 △17,525 △16,539

その他の包括利益累計額合計 △8,391 △7,538

純資産合計 9,315,610 9,504,366

負債純資産合計 15,383,948 15,313,644
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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 2,720,097 2,275,281

売上原価 2,318,082 2,289,746

売上総利益又は売上総損失（△） 402,014 △14,464

販売費及び一般管理費 292,424 288,138

営業利益又は営業損失（△） 109,590 △302,603

営業外収益

受取利息 304 33

助成金収入 3,100 4,202

その他 4,688 2,661

営業外収益合計 8,093 6,897

営業外費用

支払利息 2,081 3,472

売上割引 1,095 902

為替差損 97,429 49,636

支払手数料 1,712 1,712

その他 371 1,113

営業外費用合計 102,689 56,838

経常利益又は経常損失（△） 14,994 △352,544

特別利益

固定資産売却益 － 1,028,078

補助金収入 6,090 －

特別利益合計 6,090 1,028,078

特別損失

減損損失 1,033 －

災害による損失 － 5,996

損害賠償金 － 23,315

環境対策費 5,967 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,124 －

特別損失合計 30,126 29,312

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（△）

△9,040 646,222

法人税、住民税及び事業税 4,793 3,302

法人税等調整額 △18,133 408,052

法人税等合計 △13,340 411,355

少数株主損益調整前四半期純利益 4,299 234,867

四半期純利益 4,299 234,867
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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 4,299 234,867

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,713 △132

為替換算調整勘定 466 986

その他の包括利益合計 △5,246 853

四半期包括利益 △947 235,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △947 235,720

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

  

  

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.セグメント利益調整額2百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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.セグメント利益調整額1百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失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。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

（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：百万円)

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水晶製品事業 電子機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,565 154 2,720 ― 2,720

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 2,565 155 2,720 △0 2,720

セグメント利益 
又は損失（△）

113 △7 106 2 109

(単位：百万円)

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水晶製品事業 電子機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,135 139 2,275 ― 2,275

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 2,135 139 2,275 △0 2,275

セグメント利益 
又は損失（△）

△302 △0 △303 1 △302

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報
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