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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 4,813 1.3 182 ― 157 ― 148 ―
24年3月期第2四半期 4,751 △16.4 △427 ― △576 ― 3 △87.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 139百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △4百万円 （―％）

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 15.76 ―
24年3月期第2四半期 0.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 12,383 6,547 52.9
24年3月期 12,183 6,408 52.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,547百万円 24年3月期  6,408百万円

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  
 平成25年３月期の１株当たり配当金につきましては、現時点において未定であります。 
 なお、今後の業績や財務状況等を総合的に勘案した上で、決定次第速やかに開示いたします。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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  ：  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 9,500 4.7 200 ― 180 ― 160 ― 17.03



(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)詳細はP.3「(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
法に基づく四半期連結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。 

※  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 9,417,200 株 24年3月期 9,417,200 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 24,344 株 24年3月期 24,344 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,392,856 株 24年3月期2Q 9,392,856 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国において個人消費や住宅着工に持ち直しが見ら

れるなど、弱めながらも回復テンポが続いておりますが、ユーロ圏における債務危機を背景とした景気

低迷や、中国、インド等新興諸国の景気拡大テンポの鈍化により、全体として景気回復への足取りは停

滞感を強めながら推移いたしました。 

一方我が国経済は、堅調な公共投資のほか雇用情勢や設備投資などに改善の兆しがあるものの、世界

経済の減速感の広がりや長期化する円高により、景気回復の動きに足踏みがみられるところでありま

す。 

電子部品業界におきましては、スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器は引き続き堅調

に推移して市場の牽引役となっており、また昨年のタイの洪水による大幅減産から回復した自動車向

け、デジタルカメラ向けなども大きく増加しております。 

このような中、当社グループではグローバルな競争力と高い収益性を持った企業体質への転換を図る

ため、全グループを挙げて事業構造の改善を進めております。国内工場の統合や海外協力会社との連携

による生産体制の再編と徹底した経費削減、また提携関係にある株式会社村田製作所との協業をさらに

推し進め、製品開発力の強化、製造ラインの見直し、販売ネットワークの再構築などを行い、収益改善

に向けた様々な施策を実行しているところであります。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高4,813百万円(前

年同四半期比1.3％増)、営業利益182百万円(前年同四半期は427百万円の損失)、経常利益157百万円(前

年同四半期は576百万円の損失)、四半期純利益148百万円(前年同四半期は3百万円の利益)となりまし

た。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、水晶振動子は数量の増加はあったものの単価はやや下落し、金額

的には微減となりました。水晶フィルタは数量はほぼ前年並みでありましたが、単価上昇により金

額的には微増、また水晶発振器は数量、単価ともに前年を下回る結果となりました。 

なお前述のとおり、タイの洪水の影響により前期減産となったデジタルカメラの回復により、光

学製品は大幅な増加となっております。 

この結果、売上高4,214百万円(前年同四半期比2.8％減)、セグメント利益(営業利益)61百万円

(前年同四半期は491百万円の損失)となりました。 

当セグメントにおきましては、電子測定器は減少しましたが、宇宙開発および通信関連カスタム

品の増加により、売上高598百万円(前年同四半期比43.6％増)、セグメント利益(営業利益)121百万

円(前年同四半期比99.8％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２四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199百万円増加し、12,383百万

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124百万円減少し、9,190百万円となりました。 

主な要因は、未収入金及び未収消費税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323百万円増加し、3,193百万円となりました。 

主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加によるものであります。 

（負債） 

当第２四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60百万円増加し、5,836百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ91百万円増加し、4,924百万円となりました。 

主な要因は、設備投資に伴う未払金の増加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30百万円減少し、911百万円となりました。 

主な要因は、退職給付引当金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第２四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138百万円増加し、6,547百万

円となりました。 

主な要因は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

なお、自己資本比率は0.3ポイント増加し、52.9％となりました。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成24年５月18日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日(平成24年11月12日)公表の「業績予想値と実績値との差異及び業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（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(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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 4,123,557 4,189,849

受取手形及び売掛金 2,255,288 2,416,688

商品及び製品 429,534 510,801

仕掛品 695,417 681,139

原材料及び貯蔵品 889,016 935,957

その他 922,131 456,338

貸倒引当金 △470 △520

流動資産合計 9,314,476 9,190,255

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 991,853 981,486

機械装置及び運搬具（純額） 391,214 726,007

土地 1,254,886 1,254,886

建設仮勘定 23,264 34,615

その他（純額） 35,383 33,208

有形固定資産合計 2,696,602 3,030,204

無形固定資産   

その他 63,687 59,460

無形固定資産合計 63,687 59,460

投資その他の資産   

投資有価証券 101,149 94,353

その他 7,961 11,358

貸倒引当金 － △2,165

投資その他の資産合計 109,111 103,547

固定資産合計 2,869,401 3,193,212

資産合計 12,183,877 12,383,468
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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 2,482,605 2,234,041

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 24,078 17,455

賞与引当金 79,774 80,832

その他 446,466 792,118

流動負債合計 4,832,924 4,924,447

固定負債   

退職給付引当金 796,809 769,770

役員退職慰労引当金 46,990 －

繰延税金負債 72,884 70,717

その他 25,636 71,068

固定負債合計 942,320 911,556

負債合計 5,775,244 5,836,004

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 2,945,077

利益剰余金 △1,380,156 △44,061

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 6,425,586 6,572,598

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,038 △5,161

為替換算調整勘定 △19,991 △19,973

その他の包括利益累計額合計 △16,953 △25,134

純資産合計 6,408,632 6,547,464

負債純資産合計 12,183,877 12,383,468
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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 4,751,096 4,813,004

売上原価 4,616,975 4,111,098

売上総利益 134,121 701,905

販売費及び一般管理費 561,949 519,051

営業利益又は営業損失（△） △427,828 182,854

営業外収益   

受取利息 225 333

助成金収入 6,538 592

損害賠償金 － 63,461

生産協力金 41,260 －

その他 16,996 4,208

営業外収益合計 65,019 68,595

営業外費用   

支払利息 6,996 10,269

売上割引 1,882 3,293

為替差損 199,712 74,823

支払手数料 3,424 2,304

その他 1,525 2,999

営業外費用合計 213,541 93,690

経常利益又は経常損失（△） △576,350 157,758

特別利益   

固定資産売却益 1,028,078 －

特別利益合計 1,028,078 －

特別損失   

固定資産除却損 2,501 0

災害による損失 5,996 －

損害賠償金 23,315 －

事業構造改善費用 － 6,557

特別損失合計 31,813 6,557

税金等調整前四半期純利益 419,915 151,200

法人税、住民税及び事業税 6,103 4,570

法人税等調整額 410,227 △1,390

法人税等合計 416,330 3,180

少数株主損益調整前四半期純利益 3,584 148,020

四半期純利益 3,584 148,020
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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 3,584 148,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,823 △8,199

為替換算調整勘定 △543 18

その他の包括利益合計 △8,367 △8,181

四半期包括利益 △4,782 139,838

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,782 139,838

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 419,915 151,200

減価償却費 495,007 103,767

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 2,215

受取利息及び受取配当金 △1,263 △1,506

支払利息 6,996 10,269

為替差損益（△は益） 145,397 44,810

有形固定資産売却損益（△は益） △1,028,078 －

有形固定資産除却損 2,501 0

損害賠償損失 23,315 －

事業構造改善費用 － 6,557

売上債権の増減額（△は増加） △395,967 △161,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,260 △27,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,100 △46,990

仕入債務の増減額（△は減少） 17,711 △248,563

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,218 1,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,095 △113,930

その他の資産の増減額（△は増加） 433,699 98,801

その他の負債の増減額（△は減少） △43,400 41,485

小計 △18,919 △139,263

利息及び配当金の受取額 1,263 1,506

利息の支払額 △7,061 △10,438

法人税等の支払額 △15,001 △6,496

損害賠償金の支払額 △5,200 △3,007

事業構造改善費用の支払額 － △3,691

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,919 △161,391

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △624,722 △80,799

有形固定資産の売却による収入 1,066,500 359,607

無形固定資産の取得による支出 △18,636 △4,187

投資有価証券の取得による支出 △27,020 △2,144

投資活動によるキャッシュ・フロー 396,120 272,476

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △46,964 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,964 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145,940 △44,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,296 66,292

現金及び現金同等物の期首残高 3,185,382 4,123,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,343,678 4,189,853
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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） 

該当事項はありません。 

  

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 

 
(注)１.セグメント利益調整額2百万円は、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。 

  

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 

 
(注)１.セグメント利益調整額0百万円は、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。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、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日以後に取得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

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) 

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）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 4,334 417 4,751 ― 4,751

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 4,334 417 4,751 △0 4,751

セグメント利益 
又は損失(△)

△491 60 △430 2 △427

(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 4,214 598 4,813 ― 4,813

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 4,214 599 4,813 △0 4,813

セグメント利益 61 121 182 0 182

（６）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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