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

24年3月期第3四半期 16,102 11.3 2,473 10.8 2,570 10.5 1,725 22.4
23年3月期第3四半期 14,470 37.0 2,231 247.2 2,325 199.1 1,409 127.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 973百万円 （1.6％） 23年3月期第3四半期 958百万円 （―％）

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3四半期 150.80 150.57
23年3月期第3四半期 131.08 ―

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3四半期 39,153 33,366 85.1 2,709.23
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3四半期  33,329百万円 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 ― 15.00 ―
24年3月期（予想） 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、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  ：  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

通期 22,600 12.9 3,310 9.1 3,330 7.9 2,040 1.4 165.83



(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3Q 12,372,000 株 23年3月期 11,072,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 70,087 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3Q 11,438,080 株 23年3月期3Q 10,749,042 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（平成23年４月１日－平成23年12月31日）の世界情勢は、ギリシャに端を発したユー

ロ加盟国への債務問題の拡大、先進国の信用不安による記録的な円高水準や株価低迷が続きました。これらの信用

不安は世界景気の減速を引き起こし、期初より堅調に推移してきた中国を始めとする新興国経済の成長も鈍化を呈

してきました。  

国内経済は、東日本大震災による個人消費が急激に落ち込んだ後、消費に対する自粛ムードの緩和や節電家電へ

の買い替え、地上デジタル放送への移行需要などにより急速に回復しました。しかし、それら買い替えが一巡した

ことにより消費の需要が弱まり、記録的な円高に対する政府介入も歯止めには至らず、個人消費は力強さに欠け、

雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、経済リスクの高まりとともに依然不透明感が続いております。 

このような厳しい経済環境の中ではありますが、当社におきましては環境関連としてのパワーモジュール向けセ

ラミック製品やＬＥＤ照明機器、スマートフォン向けの部品などの差別化商品は力強く拡大推移してまいりまし

た。この流れは、今後も続いてまいります。  

結果、連結売上高は16,102百万円（前年同期比11.3％増）となりました。  

利益面に関しましても、一昨年来実施してきましたグループを挙げての収益体質改善施策の効果やＬＥＤ照明機

器新製品の寄与などにより改善を図ることができました。以上のことから、営業利益は2,473百万円（前年同期比

10.8％増）となりました。経常利益は2,570百万円（前年同期比10.5％増）、四半期純利益1,725百万円（前年同期

比22.4％増）となりました。  

    

セグメントの概況（連結） 

①セラミック部品事業 

  売上高は前年同期比9.1％増の14,843百万円となりました。環境関連市場は好調に推移しており、売上高は堅調

に推移しました。特にHEV向けのセラミック製品やスマートフォン向けの部品などが好調に推移しました。 

営業利益は前年同期比9.7％増の2,955百万円となりました。既存品の生産性向上、コスト削減対策が功を奏し

ました。 

   

②照明機器事業 

  売上高は、前年同期比45.5％増の1,259百万円、営業利益は50百万円(前年同期は営業損失32百万円)となりまし

た。これは、新しく開発したＬＥＤ照明機器が公共関係を中心に引き合い、受注ともに堅調に推移したことにより

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３四半期 平成24年３月期第３四半期 

セラミック部品事業     
  売上高  13,605  14,843

  営業利益  2,694  2,955

照明機器事業     
  売上高  865  1,259

  営業利益又は営業損失（△）  △32  50

合計     
  売上高  14,470  16,102

  営業利益  2,662  3,005

消去又は全社     
  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △430  △532

連結     
  売上高  14,470  16,102

  営業利益  2,231  2,473
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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 ％増加しました。主な要

因は、設備増強を行うために実施した株式の発行による資金調達を行ったことなどによるものです。  

 負債は 百万円となり、前期末と比較して ％増加しました。主に、設備増強に伴う設備等支払手形が増加

したことによるものです。 

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して ％増加しました。主に、株式の発行による資本金及

び資本剰余金の増加、及び利益剰余金が増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は ％となっております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の動向を踏まえ、平成23年10月31日に公表しました通期連結業績予想を修正しております。 

  

   

（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。 

   

   

39,153 16.4

5,787 4.4

33,366 18.7

85.1

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,922,740 10,842,406

受取手形及び売掛金 6,540,548 6,462,733

商品及び製品 901,920 1,556,665

仕掛品 1,087,546 1,237,322

原材料及び貯蔵品 1,681,241 2,389,633

繰延税金資産 220,876 130,643

その他 311,620 681,117

貸倒引当金 △11,914 △13,712

流動資産合計 19,654,577 23,286,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,005,293 8,308,384

減価償却累計額 △4,223,629 △4,311,327

建物及び構築物（純額） 3,781,664 3,997,056

機械装置及び運搬具 13,025,385 14,220,550

減価償却累計額 △9,531,683 △9,723,648

機械装置及び運搬具（純額） 3,493,703 4,496,902

土地 3,155,037 3,974,802

建設仮勘定 1,525,415 1,356,698

その他 3,075,332 3,215,110

減価償却累計額 △2,691,175 △2,708,072

その他（純額） 384,157 507,038

有形固定資産合計 12,339,975 14,332,496

無形固定資産 220,871 208,266

投資その他の資産 1,433,995 1,325,086

固定資産合計 13,994,842 15,865,849

資産合計 33,649,419 39,152,655
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,105,609 2,071,156

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 597,604 378,420

賞与引当金 345,153 171,430

役員賞与引当金 22,375 2,375

設備関係支払手形 668,593 1,169,862

その他 1,229,252 1,540,406

流動負債合計 4,973,270 5,338,332

固定負債   

長期借入金 116,029 112,516

繰延税金負債 200,974 91,509

その他 253,550 244,785

固定負債合計 570,554 448,810

負債合計 5,543,823 5,787,143

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 8,646,720

資本剰余金 9,746,778 11,903,524

利益剰余金 13,750,465 15,129,549

自己株式 △678,704 △147,760

株主資本合計 29,528,389 35,532,033

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 △31,370

為替換算調整勘定 △1,401,786 △2,172,011

その他の包括利益累計額合計 △1,451,533 △2,203,381

新株予約権 28,329 36,281

少数株主持分 412 580

純資産合計 28,105,596 33,365,512

負債純資産合計 33,649,419 39,152,655
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 14,470,136 16,102,375

売上原価 9,500,603 10,791,296

売上総利益 4,969,533 5,311,079

販売費及び一般管理費 2,738,097 2,838,045

営業利益 2,231,436 2,473,033

営業外収益   

受取利息 30,612 14,827

受取賃貸料 83,345 81,711

為替差益 － 19,628

その他 60,818 63,616

営業外収益合計 174,775 179,782

営業外費用   

支払利息 1,494 1,738

為替差損 26,347 －

投資不動産賃貸費用 43,478 36,763

株式交付費 － 25,924

その他 10,212 18,810

営業外費用合計 81,530 83,235

経常利益 2,324,681 2,569,580

特別利益   

固定資産売却益 4,220 11,533

投資有価証券売却益 3,354 22

貸倒引当金戻入額 10,262 －

特別利益合計 17,836 11,556

特別損失   

固定資産除売却損 20,834 62,949

投資有価証券評価損 149,567 80,084

投資有価証券売却損 3,092 1,886

その他 1,990 －

特別損失合計 175,483 144,919

税金等調整前四半期純利益 2,167,033 2,436,217

法人税、住民税及び事業税 528,911 711,233

法人税等調整額 228,952 △16

法人税等合計 757,863 711,216

少数株主損益調整前四半期純利益 1,409,170 1,725,001

少数株主利益 186 170

四半期純利益 1,408,984 1,724,831
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,409,170 1,725,001

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 93,109 18,375

為替換算調整勘定 △544,390 △770,225

その他の包括利益合計 △451,281 △751,850

四半期包括利益 957,889 973,151

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 957,706 972,983

少数株主に係る四半期包括利益 183 168
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 該当事項はありません。    

   

Ⅰ 前第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） 

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△430,262千円には、セグメント間取引消去15,644千円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△445,906千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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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△531,624円には、セグメント間取引消去22,567千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△554,191千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  13,604,925  865,211 14,470,136  －  14,470,136

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 7,291  9,732  17,023  △17,023  －

計  13,612,217  874,943  14,487,160  △17,023  14,470,136

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 2,693,976  △32,278  2,661,698  △430,262  2,231,436

  （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  14,843,218  1,259,158 16,102,375  －  16,102,375

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 3,847  35,186  39,033  △39,033  －

計  14,847,065  1,294,343  16,141,408  △39,033  16,102,375

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 2,954,536  50,122  3,004,658  △531,624  2,473,033

（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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