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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,751 △16.4 △427 ― △576 ― 3 △87.4
23年3月期第2四半期 5,684 27.1 266 ― 25 ― 28 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 20百万円 （―％）

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2四半期 0.38 ―
23年3月期第2四半期 3.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,057 9,263 61.5
23年3月期 15,383 9,315 60.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,263百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 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2Q 9,392,856 株 23年3月期2Q 9,392,865 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興も始まる中、サプライチェ

ーンの復旧や電力不足の回避などにより、一部景気回復に向けての動きも見えましたが、原子力災害の影

響やさらなる円高の進行により、全般的に景気は足踏み状態のまま推移いたしました。 

また、海外に目を転じますと、欧米諸国におきましても景気回復への足取りは極めて弱いものとなって

おり、米国では失業率の高止まりや住宅価格の下落、また欧州地域におきましては、ギリシャ、スペイ

ン、イタリアなど各国で財政、金融への不安が高まっており、景気の先行きは依然として不透明な状況で

あります。  

このような中、当社グループにおきましては、携帯電話からの買い替え需要の旺盛なスマートフォン、

ストレスがなく充実した通信環境を構築するための小型基地局、近距離無線関連製品等を重点市場として

営業活動を展開してまいりました。また、生産面におきましては、価格、品質、納期などのすべての顧客

要求に的確に対応するための設備導入や生産ラインの整備など、効率的な生産体制づくりに注力してまい

りました。  

しかしながら、水晶デバイス全般にわたる単価の下落に円高が加わり、特に売上高の中で輸出の割合の

高い当社にとりましては、これらのインパクトは非常に大きく、収益面におきましては厳しい結果となっ

ております。 

以上のような状況の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

4,751百万円(前年同四半期比16.4％減)、営業損失427百万円(前年同四半期は266百万円の利益)、経常損

失576百万円(前年同四半期は25百万円の利益)、四半期純利益3百万円(前年同四半期比87.4％減)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、水晶フィルターにつきましては、数量は増加したものの、単価下落の

影響は大きく、金額的には微増にとどまりました。また、水晶発振器につきましては、単価下落に加え

主要顧客の販売シェア低下等の影響により、大幅な売上減少となりました。これらにより、売上高

4,334百万円(前年同四半期比18.5％減)、セグメント損失(営業損失)491百万円(前年同四半期は241百万

円の利益)となりました。 

当セグメントは、宇宙開発及び通信関連カスタム品並びに電子測定器の増加により、売上高417百万

円(前年同四半期比13.5％増)、セグメント利益(営業利益)60百万円(前年同四半期比179.4％増)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２四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326百万円減少し、15,057百万

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258百万円減少し、8,515百万円となりました。 

主な要因は、現金及び預金、売掛金の増加、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67百万円減少し、6,541百万円となりました。 

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２四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274百万円減少し、5,794百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し、4,808百万円となりました。 

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24百万円減少し、985百万円となりました。 

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２四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51百万円減少し、9,263百万

円となりました。 

主な要因は、配当金の支払いよるものであります。 

なお、自己資本比率は0.9ポイント増加し、61.5％となりました。 

  

第３四半期以降につきましても為替の円高水準は高止まりし、製品販売単価は引き続き厳しいものと

予想されます。当社といたしましては、小型化、高精度化という市場ニーズにマッチした新製品のタイ

ムリーな開発と量産対応により、既存顧客の深耕と新規顧客の開拓に注力してまいります。 

当連結会計年度（平成24年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高9,200百万円、営業損失650

百万円、経常損失700百万円、当期純損失130百万円を見込んでおります。 

  

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,085,382 3,343,678

受取手形及び売掛金 2,087,252 2,483,185

商品及び製品 551,336 563,508

仕掛品 567,595 718,394

原材料及び貯蔵品 938,375 887,499

繰延税金資産 506,841 95,427

その他 1,038,390 424,741

貸倒引当金 △500 △460

流動資産合計 8,774,674 8,515,975

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,447,337 2,337,013

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,087 2,287,563

土地 1,346,734 1,288,340

建設仮勘定 638,725 421,662

その他（純額） 78,247 67,583

有形固定資産合計 6,496,133 6,402,162

無形固定資産

その他 41,065 53,767

無形固定資産合計 41,065 53,767

投資その他の資産

投資有価証券 55,494 71,428

繰延税金資産 5,324 4,562

その他 11,256 10,042

投資その他の資産合計 72,075 86,033

固定資産合計 6,609,274 6,541,964

資産合計 15,383,948 15,057,939

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,221,006 2,238,718

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 20,713 16,796

賞与引当金 40,825 84,044

その他 975,388 668,797

流動負債合計 5,057,933 4,808,356

固定負債

退職給付引当金 770,660 783,921

役員退職慰労引当金 83,630 44,530

繰延税金負債 126,198 127,161

その他 29,914 30,107

固定負債合計 1,010,404 985,719

負債合計 6,068,338 5,794,076
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 1,474,879

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 9,324,002 9,280,621

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 1,310

為替換算調整勘定 △17,525 △18,069

その他の包括利益累計額合計 △8,391 △16,758

純資産合計 9,315,610 9,263,863

負債純資産合計 15,383,948 15,057,939
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 5,684,765 4,751,096

売上原価 4,854,179 4,616,975

売上総利益 830,586 134,121

販売費及び一般管理費 563,776 561,949

営業利益又は営業損失（△） 266,810 △427,828

営業外収益

受取利息 1,268 225

助成金収入 7,152 6,538

生産協力金 － 41,260

その他 6,482 16,996

営業外収益合計 14,902 65,019

営業外費用

支払利息 4,015 6,996

売上割引 2,259 1,882

為替差損 241,019 199,712

支払手数料 3,420 3,424

その他 5,778 1,525

営業外費用合計 256,492 213,541

経常利益又は経常損失（△） 25,220 △576,350

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

固定資産除却損 1,494 2,501

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 －

事務所移転費用 13,287 －

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 44,908 31,813

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（△）

△13,597 419,915

法人税、住民税及び事業税 9,590 6,103

法人税等調整額 △51,591 410,227

法人税等合計 △42,001 416,330

少数株主損益調整前四半期純利益 28,404 3,584

四半期純利益 28,404 3,584
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 28,404 3,584

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,454 △7,823

為替換算調整勘定 △2,011 △543

その他の包括利益合計 △7,466 △8,367

四半期包括利益 20,937 △4,782

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 20,937 △4,782

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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（△）

△13,597 419,915

減価償却費 417,594 495,007

減損損失 1,033 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 △40

受取利息及び受取配当金 △1,947 △1,263

支払利息 4,015 6,996

為替差損益（△は益） 64,083 145,397

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,028,078

有形固定資産除却損 1,494 2,501

損害賠償損失 － 23,315

売上債権の増減額（△は増加） △395,746 △395,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,210 13,260

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,340 △39,100

仕入債務の増減額（△は減少） 324,148 17,711

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,104 43,218

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,796 △112,095

その他の資産の増減額（△は増加） △106,690 433,699

その他の負債の増減額（△は減少） 83,408 △43,400

小計 305,756 △18,919

利息及び配当金の受取額 1,947 1,263

利息の支払額 △3,965 △7,061

法人税等の支払額 △9,899 △15,001

損害賠償金の支払額 － △5,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,839 △44,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △660,114 △624,722

有形固定資産の売却による収入 － 1,066,500

無形固定資産の取得による支出 △4,991 △18,636

投資有価証券の取得による支出 △1,700 △27,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △666,805 396,120

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） △200,000 －

自己株式の取得による支出 △26 －

配当金の支払額 △46,964 △46,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,990 △46,964

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66,095 △145,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △686,053 158,296

現金及び現金同等物の期首残高 4,270,309 3,185,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,584,256 3,343,678
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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3百万円は、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２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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損失と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 5,317 367 5,684 ― 5,684

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 5,317 367 5,685 △0 5,684

セグメント利益 241 21 263 3 266

(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 4,334 417 4,751 ― 4,751

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 4,334 417 4,751 △0 4,751

セグメント利益 
又は損失（△）

△491 60 △430 2 △427

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）追加情報
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