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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 6,894 △15.6 △693 ― △755 ― △199 ―
23年3月期第3四半期 8,172 18.3 195 ― △125 ― △158 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △214百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △164百万円 （―％）

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 △21.26 ―
23年3月期第3四半期 △16.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,894 9,054 60.8
23年3月期 15,383 9,315 60.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,054百万円 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」をご覧ください。 

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3Q 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3Q 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3Q 9,392,856 株 23年3月期3Q 9,392,862 株
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当第３四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需要により一部景気回復へ

の兆しも見えましたが、長期化する円高やタイの洪水による部品供給の停滞等も重なり、引き続き厳しい

状況の中で推移いたしました。また、海外におきましても、欧州地域における財政危機や新興国の景気減

速等経済環境は一段と厳しく、先行きの不透明感はさらに強まっているという現状であります。 

このような中、当社グループにおきましては、市場拡大を続けるスマートフォンやタブレット型携帯端

末、またこれらの通信環境を支える小型基地局や近距離無線等に注力して営業活動を進めてまいりまし

た。生産面におきましては、市場の需給バランスによる影響や円高による販売単価下落に対応するため、

水晶原石の育成から 終生産工程に至るまでのすべての生産現場におきまして、コスト削減、歩留り改善

に取り組み、当社グループをあげて収益性の向上に努めてまいりました。 

しかしながら、主要顧客の販売シェア低下に伴う当社の受注減少や円相場の高止まりによる影響は非常

に大きく、これら施策も当初見込んでいた成果を得るまでには至りませんでした。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高6,894百万円(前年

同四半期比15.6％減)、営業損失693百万円(前年同四半期は195百万円の利益)、経常損失755百万円(前年

同四半期は125百万円の損失)、四半期純損失199百万円(前年同四半期は158百万円の損失)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、互いの企業価値向上を図っていくものであります。 

契約締結後は、双方の各部門、各レベルにおきまして積極的に情報の共有化を図り、提携の成果を早期

に挙げるべく活動を進めているところであります。 

  

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単価下落はあったものの、売上数量の

増加により前年同期比増収となりました。水晶発振器につきましては単価、数量ともに下落し、前年同

期比大幅な減収となっております。この結果、売上高6,313百万円(前年同四半期比17.4％減)、セグメ

ント損失(営業損失)771百万円(前年同四半期は149百万円の利益)となりました。 

当セグメントは、メカトロニクス機器、計測制御機器はやや減少いたしましたが、宇宙開発および通

信関連カスタム機器、電子測定器ならびに高周波電力計の増加により、売上高581百万円(前年同四半期

比8.2％増)、セグメント利益(営業利益)73百万円(前年同四半期比76.3％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３四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489百万円減少し、14,894百万

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606百万円増加し、9,381百万円となりました。 

主な要因は、現金及び預金、売掛金の増加、未収入金、未収消費税及び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1,096百万円減少し、5,512百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の売却による減少及び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３四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228百万円減少し、5,840百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少し、4,906百万円となりました。 

主な要因は、買掛金の増加、前受金、未払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76百万円減少し、934百万円となりました。 

主な要因は、役員退職慰労引当金及び繰延税金負債の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第３四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261百万円減少し、9,054百万

円となりました。 

主な要因は、四半期純損失の計上及び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0.2ポイント増加し、60.8％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 3,085,382 4,389,445

受取手形及び売掛金 2,087,252 2,304,319

商品及び製品 551,336 598,428

仕掛品 567,595 694,608

原材料及び貯蔵品 938,375 943,249

繰延税金資産 506,841 18,138

その他 1,038,390 433,932

貸倒引当金 △500 △460

流動資産合計 8,774,674 9,381,661

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,447,337 2,293,042

機械装置及び運搬具（純額） 1,985,087 1,272,550

土地 1,346,734 1,288,340

建設仮勘定 638,725 411,858

その他（純額） 78,247 80,276

有形固定資産合計 6,496,133 5,346,068

無形固定資産

その他 41,065 59,496

無形固定資産合計 41,065 59,496

投資その他の資産

投資有価証券 55,494 92,925

繰延税金資産 5,324 4,235

その他 11,256 9,963

投資その他の資産合計 72,075 107,124

固定資産合計 6,609,274 5,512,690

資産合計 15,383,948 14,894,352

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,221,006 2,534,031

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 20,713 17,413

賞与引当金 40,825 27,459

その他 975,388 527,145

流動負債合計 5,057,933 4,906,049

固定負債

退職給付引当金 770,660 786,937

役員退職慰労引当金 83,630 45,750

繰延税金負債 126,198 71,254

その他 29,914 30,203

固定負債合計 1,010,404 934,145

負債合計 6,068,338 5,840,195
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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 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 1,271,643

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 9,324,002 9,077,386

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 △2,533

為替換算調整勘定 △17,525 △20,697

その他の包括利益累計額合計 △8,391 △23,230

純資産合計 9,315,610 9,054,156

負債純資産合計 15,383,948 14,894,352
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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 8,172,577 6,894,325

売上原価 7,138,562 6,755,020

売上総利益 1,034,014 139,305

販売費及び一般管理費 838,072 833,215

営業利益又は営業損失（△） 195,941 △693,910

営業外収益

受取利息 1,702 307

助成金収入 10,702 11,626

生産協力金 － 41,260

その他 8,452 19,385

営業外収益合計 20,857 72,580

営業外費用

支払利息 5,838 11,511

売上割引 3,598 2,662

為替差損 321,514 113,091

支払手数料 4,561 4,597

その他 6,375 1,905

営業外費用合計 341,888 133,768

経常損失（△） △125,089 △755,098

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 2,517 2,504

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 25,377 －

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 58,021 31,816

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（△）

△177,020 241,163

法人税、住民税及び事業税 14,268 8,526

法人税等調整額 △32,958 432,288

法人税等合計 △18,689 440,814

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △158,330 △199,651

四半期純損失（△） △158,330 △199,651
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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損失（△） △158,330 △199,651

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,788 △11,667

為替換算調整勘定 △4,768 △3,171

その他の包括利益合計 △6,556 △14,838

四半期包括利益 △164,887 △214,489

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △164,887 △214,489

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

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.セグメント利益調整額4百万円は、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損失と調整を行っております。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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 7,645 526 8,172 ― 8,172

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 10 10 △10 ―

計 7,645 537 8,182 △10 8,172

セグメント利益 149 41 191 4 195

(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 6,313 580 6,894 ― 6,894

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 6,313 581 6,895 △0 6,894

セグメント利益 
又は損失（△）

△771 73 △697 3 △693

（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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