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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 3,007 5.4 42 294.1 36 △9.6 22 ―
24年3月期第2四半期 2,854 △1.7 10 183.1 39 ― △34 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 6百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △7百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 3.02 ―
24年3月期第2四半期 △4.73 ―

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

25年3月期第2四半期 8,933 2,882 32.3 390.99
24年3月期 7,786 2,890 37.1 392.14
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,882百万円 24年3月期  2,890百万円

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

24年3月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
25年3月期 ― 1.00
25年3月期（予想） ― 2.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 7,056 28.6 55 ― 66 ― 28 ― 3.86



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報 
（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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は終了していません。 

※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。 
（決算補足説明資料の入手方法） 
平成24年12月６日（木）に開催予定の決算説明会後、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 7,492,652 株 24年3月期 7,492,652 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 121,148 株 24年3月期 121,080 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,371,525 株 24年3月期2Q 7,371,572 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わが国経済は、東日本大震災の復興需要と経済政策の効果により内需を中心

とした景気回復の傾向にありましたが、世界経済においては、欧州の財政金融危機脱出への道筋が不透明な中で中

国経済が輸出鈍化の影響や景気対策効果の一巡を迎えて減速状態に入るなど、米国が個人所得の増加を背景に消費

が増勢し緩やかな景気の回復状態を維持し下支えしているものの予断を許さない状況が続いております。 

このような状況のなか、当社グループは、生産効率の向上、固定費縮減などのトータルコスト削減を推進すると

ともに、アジア地域への営業注力および需要が比較的好調に推移しているスマートフォン向けをターゲットとした

拡販活動を推進するなど、シェアの向上と収益の確保に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,007,280千円（前年同期比5.4％増）となりました。 

 損益につきましては、営業利益42,184千円（前年同期比294.1％増）、経常利益36,037千円（前年同期比9.6％

減）、四半期純利益22,234千円（前年同期は34,896千円の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （水晶製品事業） 

 水晶製品の売上高は、2,956,335千円（前年同期比6.2％増）となりました。スマートフォン向けを中心に車載

関連、パソコン周辺機器向け等の受注が好調に推移し、前年同期を上回りました。セグメント利益は生産効率の

改善、コスト削減に努めましたが、販売価格の下落や生産設備増強に伴う減価償却費の増加などが影響し、

35,273千円（前年同期比5.7％減）となりました。 

  

 （その他の電子部品事業） 

 その他の電子部品事業は、抵抗器及びインダクタの事業縮小の影響により、売上高50,945千円（前年同期比

29.2％減）、セグメント利益764千円（前年同期比69.0％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資産合計は、現金及び預金の増加123,653千円、製品の増加142,363千円、

機械装置及び運搬具の増加911,961千円等により、前連結会計年度末から1,155,738千円増加し8,933,090千円とな

りました。負債合計は、支払手形及び買掛金の増加229,375千円、短期借入金の増加270,567千円、１年以内返済予

定の長期借入金の増加119,924千円、賞与引当金の増加47,006千円、設備支払手形の増加200,699千円等により、前

連結会計年度末から1,155,252千円増加し6,050,941千円となりました。純資産合計は、利益剰余金の増加7,491千

円、為替換算調整勘定の増加17,541千円、その他有価証券評価差額金の減少33,533千円等により、前連結会計年度

末から8,514千円減少し2,882,148千円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第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 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日 

前年同期比 

売上高 千円 2,782,455 千円 2,956,335 ％ 6.2

セグメント（経常）利益 千円 37,400 千円 35,273 ％ △5.7

  

前第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 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日 

前年同期比 

売上高 千円 71,965 千円 50,945 ％ △29.2

セグメント（経常）利益 千円 2,465 千円 764 ％ △69.0
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キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は391,897千円（前年同期は187,944千円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益35,992千円、減価償却費288,490千円、たな卸資産の増

加263,488千円、仕入債務の増加219,294千円、賞与引当金の増加47,006千円、売上債権の減少42,706千円等による

ものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は567,745千円（前年同期は112,883千円の獲

得）となりました。これは主に定期預金の預入による支出425,646千円、定期預金の払戻による収入489,016千円、

有形固定資産の取得による支出628,164千円等によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、獲得した資金は350,434千円（前年同期は306,017千円の使

用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）269,591千円、長期借入による収入500,248千円、長期借

入金返済による支出373,679千円、長期未払金返済による支出28,912千円、配当金の支払額14,743千円等によるも

のであります。   

（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、現時点におきまして、平成24年５月11日の「平成24年３月期 決算短信」で公表

いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

（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 

会計方針の変更   

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より平成24年４月１日以後に取得

した固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ9,751千円増加しております。   

該当事項はありません。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,337,541 1,461,195

受取手形及び売掛金 1,545,677 1,511,910

商品及び製品 308,975 451,338

仕掛品 320,562 360,052

原材料及び貯蔵品 649,429 734,741

繰延税金資産 15 14

その他 225,483 174,941

貸倒引当金 △3,614 △3,705

流動資産合計 4,384,071 4,690,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 430,970 490,962

機械装置及び運搬具（純額） 1,692,990 2,604,951

工具、器具及び備品（純額） 66,497 69,301

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 13,242 11,340

建設仮勘定 536,674 420,744

有形固定資産合計 3,155,803 4,012,730

無形固定資産   

ソフトウエア 235 2,779

その他 15,003 14,054

無形固定資産合計 15,239 16,833

投資その他の資産   

投資有価証券 118,815 88,503

破産更生債権等 64,250 66,250

その他 112,422 124,533

貸倒引当金 △64,250 △66,250

投資その他の資産合計 231,237 213,036

固定資産合計 3,402,280 4,242,600

資産合計 7,786,351 8,933,090
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 885,044 1,114,419

短期借入金 989,624 1,260,191

1年内返済予定の長期借入金 737,352 857,276

未払法人税等 12,018 15,598

賞与引当金 44,527 91,534

設備関係支払手形 267,284 467,984

その他 443,286 482,845

流動負債合計 3,379,137 4,289,849

固定負債   

長期借入金 1,177,873 1,184,538

繰延税金負債 90 815

退職給付引当金 198,472 205,819

役員退職慰労引当金 130,380 93,550

その他 9,736 276,369

固定負債合計 1,516,552 1,761,092

負債合計 4,895,689 6,050,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,070,520 1,070,520

資本剰余金 957,810 957,810

利益剰余金 1,284,228 1,291,720

自己株式 △17,766 △17,779

株主資本合計 3,294,792 3,302,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,724 △41,258

為替換算調整勘定 △396,405 △378,863

その他の包括利益累計額合計 △404,129 △420,122

純資産合計 2,890,662 2,882,148

負債純資産合計 7,786,351 8,933,090
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,854,420 3,007,280

売上原価 2,192,108 2,320,437

売上総利益 662,311 686,843

販売費及び一般管理費 651,608 644,658

営業利益 10,703 42,184

営業外収益   

受取利息 958 1,245

受取配当金 1,598 1,243

助成金収入 9,307 －

作業くず売却益 35,557 －

その他 7,135 16,730

営業外収益合計 54,557 19,219

営業外費用   

支払利息 17,062 17,714

為替差損 4,646 5,251

その他 3,685 2,400

営業外費用合計 25,395 25,366

経常利益 39,866 36,037

特別利益   

固定資産売却益 174 175

特別利益合計 174 175

特別損失   

固定資産除却損 409 95

災害による損失 963 －

投資有価証券評価損 61,721 －

退職特別加算金 1,421 125

特別損失合計 64,515 220

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（△）

△24,475 35,992

法人税、住民税及び事業税 7,776 13,031

法人税等調整額 2,644 725

法人税等合計 10,421 13,757

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△34,896 22,234

四半期純利益又は四半期純損失（△） △34,896 22,234
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） △34,896 22,234

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,609 △33,533

為替換算調整勘定 12,140 17,541

その他の包括利益合計 27,750 △15,992

四半期包括利益 △7,146 6,242

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,146 6,242

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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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（△） △24,475 35,992

減価償却費 249,863 288,490

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,651 47,006

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,685 7,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,090 △36,830

受取利息及び受取配当金 △2,557 △2,488

支払利息 17,062 17,714

為替差損益（△は益） 124 47

有形固定資産売却損益（△は益） △174 △175

有形固定資産除却損 409 95

投資有価証券評価損益（△は益） 61,721 －

売上債権の増減額（△は増加） 22,324 42,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,819 △263,488

仕入債務の増減額（△は減少） △62,388 219,294

未収入金の増減額（△は増加） △17,249 7,753

未払金の増減額（△は減少） 1,241 2,199

その他 17,588 50,636

小計 214,053 416,331

利息及び配当金の受取額 2,686 2,485

利息の支払額 △15,766 △17,438

法人税等の支払額 △13,028 △9,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,944 391,897

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 △75,251 △425,646

定期預金の払戻による収入 291,397 489,016

有形固定資産の取得による支出 △101,824 △628,164

有形固定資産の売却による収入 500 628

投資有価証券の取得による支出 △3,186 △3,221

子会社株式の取得による支出 △21 －

その他 1,270 △358

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,883 △567,745

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） 40,802 269,591

長期借入れによる収入 － 500,248

長期借入金の返済による支出 △323,194 △373,679

自己株式の取得による支出 － △13

配当金の支払額 △22,114 △14,743

長期未払金の返済による支出 － △28,912

リース債務の返済による支出 △1,511 △2,057

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,017 350,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,793 7,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,396 181,967

現金及び現金同等物の期首残高 1,043,543 690,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,041,146 872,514
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該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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  

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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  

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（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

（単位：千円）

  
 報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   2,782,455   71,965  2,854,420 2,854,420

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
－ －  － －

計  2,782,455 71,965  2,854,420 2,854,420

セグメント利益  37,400 2,465  39,866 39,866

（単位：千円）

利益  金額  

 報告セグメント計 39,866

 四半期連結損益計算書の経常利益  39,866

（単位：千円）

  
 報告セグメント 

合計  
水晶製品  その他の電子部品 計  

売上高         

外部顧客への売上高   2,956,335   50,945  3,007,280 3,007,280

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
－ －  － －

計  2,956,335 50,945  3,007,280 3,007,280

セグメント利益  35,273 764  36,037 36,037

（単位：千円）

利益  金額  

 報告セグメント計 36,037

 四半期連結損益計算書の経常利益  36,037
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