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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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12月期第2四半期 7,849 △8.9 1,138 △29.5 1,355 △18.8 865 △16.6
23年12月期第2四半期 8,613 4.3 1,614 42.4 1,669 38.5 1,038 44.7

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,193百万円 （△8.1％） 23年12月期第2四半期 1,298百万円 （―％）

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12月期第2四半期 35.42 ―
23年12月期第2四半期 42.48 ―

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12月期第2四半期 42,281 38,568 87.7 1,515.89
23年12月期 41,941 38,270 87.5 1,500.50
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  37,060百万円 23年12月期  36,684百万円

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12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 20.00 20.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 18,500 12.4 3,000 4.9 3,100 5.5 1,900 △17.6 77.72



(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、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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績は、
業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。 

※  注記事項

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12月期2Q 26,312,402 株 23年12月期 26,312,402 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 1,864,188 株 23年12月期 1,864,046 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 24,448,275 株 23年12月期2Q 24,448,600 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の経済指標が底堅く推移したものの、欧州地域の金融財政

不安からくる景気の減速、牽引役となっていた新興各国の成長ペースの鈍化など、景気の先行き不透明感は増大し

ております。わが国経済においては、災害からの生産回復や復興需要の影響もあり回復基調ではありましたが、円

高の定着、デフレ環境が長期化する中、電力供給不安や増税議論もあり、景気の見通しは不透明な状態が続いてお

ります。 

このような経営環境の中、当社グループにおいては、厳しい価格要求に対応するための海外生産移管を引き続き

継続すると共に、より効率よく営業活動ができるよう営業部門を再編し、当社センサ搭載製品分野の拡大提案と受

注の獲得に努めてまいりました。その結果、国内自動車関係は生産の回復に伴い堅調であったものの、欧州の景気

減速に伴う海外売上高の伸び悩みや販売単価の下落もあり厳しい状況となりました。 

以上のようなことから、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比8.9％

減）となりました。利益面は、売上高の減少に伴い売上総利益が減少した事などから、営業利益は 百万円

（前年同四半期比29.5％減）となりました。経常利益は、受取利息等の収入や為替差益の計上等により 百万

円（前年同四半期比18.8％減）、四半期純利益は補助金収入等が計上された結果 百万円（前年同四半期比

16.6％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ399百万円増加し 百万円とな

りました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が180百万円増加したこと、有価証券が113百万円増加したこと、

たな卸資産が125百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ60百万円減少し 百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し 百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計期間末に比べ297百万円増加し 百万円となりました。その主な要因は、四半期

純利益により利益剰余金が119百万円増加したこと、為替換算調整勘定のマイナス値が255百万円減少したことなど

によります。 

当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の増加

百万円、法人税等の支払額 百万円等により 百万円（前年同四半期 百万円の収入）の収入となりま

した。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、設備投資による有形固定資産の取得支出 百万円、定期

預金の純増553百万円等により 百万円の支出（前年同四半期 百万円の収入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払 百万円等により 百万円の支

出（前年同四半期 百万円の支出）となりました。 

以上の項目に換算差額を調整した結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会

計年度末に比べ 百万円減少し 百万円（前年同四半期 百万円）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、現時点では平成24年２月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

なお、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関

して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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追加情報 

（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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,474 18,527

受取手形及び売掛金 3,652 3,832

有価証券 1,838 1,951

たな卸資産 4,860 4,986

繰延税金資産 199 183

その他 269 209

貸倒引当金 △49 △47

流動資産合計 29,244 29,643

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,741 4,625

機械装置及び運搬具（純額） 1,989 2,104

土地 3,002 3,002

建設仮勘定 78 4

その他（純額） 154 152

有形固定資産合計 9,966 9,890

無形固定資産   

土地使用権 504 510

その他 10 12

無形固定資産合計 515 523

投資その他の資産   

投資有価証券 2,109 2,118

出資金 81 79

長期貸付金 199 188

繰延税金資産 3 3

その他 83 86

貸倒引当金 △261 △252

投資その他の資産合計 2,216 2,223

固定資産合計 12,697 12,637

資産合計 41,941 42,281
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,266 2,250

設備関係支払手形 19 19

未払金 328 360

未払法人税等 439 464

賞与引当金 24 10

役員賞与引当金 25 7

その他 378 392

流動負債合計 3,482 3,505

固定負債   

退職給付引当金 111 122

繰延税金負債 54 59

その他 22 25

固定負債合計 188 207

負債合計 3,671 3,712

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,241 10,241

資本剰余金 12,033 12,033

利益剰余金 18,585 18,704

自己株式 △2,403 △2,403

株主資本合計 38,457 38,576

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △59 △57

為替換算調整勘定 △1,713 △1,458

その他の包括利益累計額合計 △1,773 △1,515

新株予約権 － 5

少数株主持分 1,586 1,501

純資産合計 38,270 38,568

負債純資産合計 41,941 42,281

日本セラミック㈱（6929）平成24年12月期　第２四半期決算短信

－5－



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,613 7,849

売上原価 5,813 5,708

売上総利益 2,799 2,140

販売費及び一般管理費 1,185 1,001

営業利益 1,614 1,138

営業外収益   

受取利息 87 109

受取配当金 10 10

持分法による投資利益 0 0

為替差益 － 67

貸倒引当金戻入額 － 13

その他 19 17

営業外収益合計 118 219

営業外費用   

為替差損 58 －

その他 5 3

営業外費用合計 63 3

経常利益 1,669 1,355

特別利益   

貸倒引当金戻入額 62 －

補助金収入 36 33

特別利益合計 98 33

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 2 4

投資有価証券評価損 103 －

特別損失合計 106 4

税金等調整前四半期純利益 1,661 1,384

法人税、住民税及び事業税 427 461

法人税等調整額 123 21

法人税等合計 550 482

少数株主損益調整前四半期純利益 1,110 901

少数株主利益 72 35

四半期純利益 1,038 865
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,110 901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 53 1

為替換算調整勘定 132 288

持分法適用会社に対する持分相当額 1 1

その他の包括利益合計 187 291

四半期包括利益 1,298 1,193

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,208 1,123

少数株主に係る四半期包括利益 89 70
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 1,661 1,384

減価償却費 480 475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 10

受取利息及び受取配当金 △98 △119

投資有価証券評価損益（△は益） 103 －

固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産除却損 2 4

補助金収入 － △33

為替差損益（△は益） 3 △7

持分法による投資損益（△は益） △0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 423 △142

たな卸資産の増減額（△は増加） △549 △45

仕入債務の増減額（△は減少） △249 △60

その他 458 △59

小計 2,021 1,361

利息及び配当金の受取額 89 154

補助金の受取額 － 33

法人税等の支払額 △490 △438

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,620 1,111

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △8,825 △8,979

定期預金の払戻による収入 9,825 8,425

有形固定資産の取得による支出 △719 △177

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △3 △4

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 10 15

投資活動によるキャッシュ・フロー 287 △720

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △488 △731

少数株主への配当金の支払額 △153 △148

その他 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △642 △884

現金及び現金同等物に係る換算差額 29 67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,295 △426

現金及び現金同等物の期首残高 9,011 11,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,307 11,323
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

当社グループは、電子部品及びその関連製品の研究開発、製造並びに販売を主たる目的とした単一事業であるた

め、記載を省略しております。 

   

該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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