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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 6,251 6.4 752 25.1 764 24.3 447 30.4
23年3月期第3四半期 5,874 41.0 601 513.2 615 263.8 343 814.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 311百万円 （1.2％） 23年3月期第3四半期 307百万円 （―％）

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 37.51 ―
23年3月期第3四半期 28.77 ―

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 10,888 8,062 74.0 676.07
23年3月期 11,034 7,906 71.6 663.01
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,062百万円 23年3月期  7,906百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 7.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 14.00

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 8,600 4.1 980 15.4 1,000 14.8 550 8.9 46.12



(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は、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2
ページ「連結業関予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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3Q 12,135,695 株 23年3月期 12,135,695 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 211,402 株 23年3月期 211,184 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,924,390 株 23年3月期3Q 11,924,663 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年３月に発生しました東日本大震災がもたらし

た甚大な被害と、さらに福島第１原発事故の影響による原子力発電の稼動に対する厳しい見直しの中で

夏場の全国的な電力不足、また海外ではタイにおける記録的な大洪水で日系企業の工場水没による大規

模な操業停止がもたらしたサプライチェーンの寸断等が、企業の生産活動に深刻な支障をきたしまし

た。 

その後、生産活動の復旧や個人消費の回復により一部で景気の持ち直し傾向が見られましたものの、

ギリシャの財政問題に端を発したユーロ諸国の信用不安が世界的規模で影響を及ぼし始めましたことに

より、さらなる円高の進行と世界経済の減速が懸念され、先行きの景気は不透明な状況で推移しまし

た。 

このような景況の中、当社グループは全社をあげての節電等の経費削減は勿論のこと、電子部品業界

向けを中心に営業活動に注力しました結果、耐摩耗セラミックスの販売が増加し、主力のセラミックス

事業の売上高は4,613,146千円と前年同期比5.4％の増収となりました。一方のエンジニアリング事業も

計測機器その他で順調に販売を伸ばし、売上高は前年同期比9.3％増収の1,637,625千円となりました。

この結果、第３四半期の連結売上高は6,250,772千円と前年同期比6.4％の増収となりました。 

利益面につきましても、原燃料の値上げがありましたものの、セラミックス事業の増収効果に加え、

増産による生産設備の稼働率上昇で製造原価率も低下、さらに販売管理費の削減により、営業利益は

751,868千円、経常利益は764,258千円と前年同期比それぞれ25.1％、24.3％の増益となりました。当四

半期純利益も多額の特別損失発生もなかったため、前年同期比30.4％増の447,294千円となりました。 

  

資産は、積極的な設備投資により機械装置、土地等の有形固定資産が増加しましたものの、流動資産

で現金預金が大幅に減少したため前年度末比1.3％減の10,888,373千円となりました。負債も長期借入

金は増加しましたが、支払手形及び買掛金、未払法人税等の減少により前年度末比9.6％減の2,826,774

千円となりました。純資産は利益剰余金の増加により前年度末比2.0％増加の8,061,598千円となりまし

た。 

  

業績予想につきましては、現時点において平成23年5月6日に公表いたしました内容から変更はありま

せん。 

  

（注）本資料に記載している業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確

実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により予想数値と異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

資産、負債、純資産の状況

（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。 

  

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,024,905 1,442,324

受取手形及び売掛金 2,591,880 2,786,796

有価証券 332,005 30,575

商品及び製品 579,015 567,622

仕掛品 517,917 783,134

原材料及び貯蔵品 201,298 274,913

その他 170,055 90,361

貸倒引当金 △5,783 △6,931

流動資産合計 6,411,294 5,968,797

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,623,285 1,630,653

機械及び装置（純額） 1,047,427 1,329,745

その他（純額） 688,641 789,314

有形固定資産合計 3,359,355 3,749,713

無形固定資産 18,704 25,226

投資その他の資産   

その他 1,245,114 1,144,635

貸倒引当金 △114 －

投資その他の資産合計 1,244,999 1,144,635

固定資産合計 4,623,059 4,919,575

資産合計 11,034,354 10,888,373

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,221,136 1,079,898

短期借入金 402,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 175,972 267,472

未払金 255,457 253,844

未払法人税等 336,859 30,442

賞与引当金 229,000 119,500

役員賞与引当金 22,330 16,747

その他 117,082 54,661

流動負債合計 2,759,838 2,222,566

固定負債   

長期借入金 106,714 330,816

退職給付引当金 42,640 58,304

役員退職慰労引当金 116,175 110,334

資産除去債務 33,820 36,626

その他 69,149 68,126

固定負債合計 368,500 604,207

負債合計 3,128,339 2,826,774
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,320,740 1,320,740

資本剰余金 1,221,859 1,221,859

利益剰余金 5,577,196 5,869,473

自己株式 △91,662 △91,777

株主資本合計 8,028,133 8,320,296

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △122,118 △258,697

その他の包括利益累計額合計 △122,118 △258,697

純資産合計 7,906,014 8,061,598

負債純資産合計 11,034,354 10,888,373
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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 5,874,415 6,250,772

売上原価 4,334,635 4,601,164

売上総利益 1,539,780 1,649,608

販売費及び一般管理費 938,687 897,739

営業利益 601,092 751,868

営業外収益   

受取利息 3,108 6,292

受取配当金 12,956 13,939

助成金収入 1,161 －

その他 16,048 8,778

営業外収益合計 33,273 29,010

営業外費用   

支払利息 9,377 11,050

株主名簿管理人変更費用 5,378 －

コミットメントフィー 3,398 3,398

その他 1,437 2,171

営業外費用合計 19,592 16,619

経常利益 614,774 764,258

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,867 －

固定資産除却損 8,000 －

固定資産廃棄損 2,609 1,730

特別損失合計 39,476 1,730

税金等調整前四半期純利益 575,297 762,528

法人税、住民税及び事業税 228,000 230,282

法人税等調整額 4,195 84,950

法人税等合計 232,195 315,233

少数株主損益調整前四半期純利益 343,101 447,294

四半期純利益 343,101 447,294
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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 343,101 447,294

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,958 △136,578

その他の包括利益合計 △35,958 △136,578

四半期包括利益 307,142 310,715

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 307,142 310,715
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該当事項はありません。 

  

  

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） 

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

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） 

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

  

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
合計

セラミックス
事業

エンジニア
リング事業

売上高

 外部顧客への売上高 4,375,950 1,498,464 5,874,415

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ―

計 4,375,950 1,498,464 5,874,415

セグメント利益 574,313 26,778 601,092

(単位：千円)

報告セグメント
合計

セラミックス
事業

エンジニア
リング事業

売上高

 外部顧客への売上高 4,613,146 1,637,625 6,250,772

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ―

計 4,613,146 1,637,625 6,250,772

セグメント利益 708,869 42,999 751,868

（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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