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

25年3月期第3四半期 7,220 4.7 217 ― 226 ― 205 ―
24年3月期第3四半期 6,894 △15.6 △693 ― △755 ― △199 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 211百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △214百万円 （―％）

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3四半期 21.89 ―
24年3月期第3四半期 △21.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 12,437 6,618 53.2
24年3月期 12,183 6,408 52.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,618百万円 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  ：  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 9,500 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3Q 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3Q 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3Q 9,392,856 株 24年3月期3Q 9,392,856 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国において失業率の改善や住宅投資の持ち直しな

どにより緩やかながらも回復傾向となっておりますが、中国、インド等新興諸国の景気減速や欧州地域

における景気後退局面の継続など、全体として景気回復への停滞感を払拭できない中で推移いたしまし

た。 

一方我が国経済は、厳しい世界経済の影響は引き続き大きいものの、底堅い個人消費や公共投資、ま

た円高の緩和による輸出環境の改善など、景気の先行きに対する明るい期待も一部にみられるところで

あります。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、国内工場の統合や海外協力会社との連携を含め

た生産体制の再編、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るなか、開発力

の強化、製造ラインの効率化、国内外の販売ネットワーク再構築などの施策を実行し、グローバルな競

争力と収益性の高い企業体質への転換を目指し活動いたしました。 

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7,220百万円(前

年同四半期比4.7％増)、営業利益217百万円(前年同四半期は693百万円の損失)、経常利益226百万円(前

年同四半期は755百万円の損失)、四半期純利益205百万円(前年同四半期は199百万円の損失)となりまし

た。  

なお、当社は株式会社村田製作所を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式

交換契約を本日（平成25年２月13日）付で株式会社村田製作所と締結いたしました。その詳細につきま

しては、本日（平成25年２月13日）公表の「株式会社村田製作所による東京電波株式会社の完全子会社

化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。 

  

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、水晶振動子は数量が大きく増加し、単価の下落はありましたが、

金額的には前年を上回りました。水晶発振器は数量、単価共に前年を下回り、水晶フィルターは数

量は前年をやや下回りましたが単価は上昇し、金額的には前年同四半期比微増となっております。

また、水晶ブランクや光学製品の増加により関連製品は前年を大きく上回っております。  

この結果、売上高6,376百万円(前年同四半期比1.0％増)、セグメント利益(営業利益)47百万円

(前年同四半期は771百万円の損失)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、カスタム機器の大幅な増加によ

り、売上高843百万円(前年同四半期比45.4％増)、セグメント利益(営業利益)169百万円(前年同四

半期比131.2％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253百万円増加し、12,437百万

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88百万円減少し、9,226百万円となりました。 

主な要因は、未収入金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342百万円増加し、3,211百万円となりました。 

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43百万円増加し、5,819百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、4,896百万円となりました。 

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19百万円減少し、922百万円となりました。 

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210百万円増加し、6,618百万

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0.6ポイント増加し、53.2％となりました。 

  

平成25年３月期の業績見通しについては、平成24年11月12日に公表いたしました、連結業績予想に変

更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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３四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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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,123,557 4,130,749

受取手形及び売掛金 2,255,288 2,494,518

商品及び製品 429,534 517,096

仕掛品 695,417 688,837

原材料及び貯蔵品 889,016 912,109

その他 922,131 483,280

貸倒引当金 △470 △510

流動資産合計 9,314,476 9,226,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 991,853 990,965

機械装置及び運搬具（純額） 391,214 700,438

土地 1,254,886 1,254,886

建設仮勘定 23,264 36,758

その他（純額） 35,383 57,409

有形固定資産合計 2,696,602 3,040,458

無形固定資産   

その他 63,687 57,216

無形固定資産合計 63,687 57,216

投資その他の資産   

投資有価証券 101,149 105,048

その他 7,961 11,202

貸倒引当金 － △2,165

投資その他の資産合計 109,111 114,085

固定資産合計 2,869,401 3,211,760

資産合計 12,183,877 12,437,843
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,482,605 2,219,873

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 24,078 16,671

賞与引当金 79,774 27,190

その他 446,466 832,484

流動負債合計 4,832,924 4,896,220

固定負債   

退職給付引当金 796,809 779,758

役員退職慰労引当金 46,990 －

繰延税金負債 72,884 71,933

その他 25,636 71,124

固定負債合計 942,320 922,816

負債合計 5,775,244 5,819,037

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 13,486

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 6,425,586 6,630,147

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 2,910

為替換算調整勘定 △19,991 △14,251

その他の包括利益累計額合計 △16,953 △11,341

純資産合計 6,408,632 6,618,806

負債純資産合計 12,183,877 12,437,843
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 6,894,325 7,220,163

売上原価 6,755,020 6,198,188

売上総利益 139,305 1,021,974

販売費及び一般管理費 833,215 804,706

営業利益又は営業損失（△） △693,910 217,268

営業外収益   

受取利息 307 670

助成金収入 11,626 592

損害賠償金 － 63,650

生産協力金 41,260 －

その他 19,385 5,546

営業外収益合計 72,580 70,460

営業外費用   

支払利息 11,511 15,375

売上割引 2,662 5,084

為替差損 113,091 18,883

支払手数料 4,597 18,214

その他 1,905 3,300

営業外費用合計 133,768 60,858

経常利益又は経常損失（△） △755,098 226,870

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 2,504 49

災害による損失 5,996 －

損害賠償金 23,315 －

事業構造改善費用 － 14,762

特別損失合計 31,816 14,812

税金等調整前四半期純利益 241,163 212,058

法人税、住民税及び事業税 8,526 8,649

法人税等調整額 432,288 △2,159

法人税等合計 440,814 6,489

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（△）

△199,651 205,568

四半期純利益又は四半期純損失（△） △199,651 205,568
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

△199,651 205,568

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,667 △128

為替換算調整勘定 △3,171 5,740

その他の包括利益合計 △14,838 5,612

四半期包括利益 △214,489 211,180

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △214,489 211,180

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24年４月１日 至 平成24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.セグメント利益又は損失は、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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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３四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３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日) 

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

【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 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

(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 6,376 843 7,220 ― 7,220

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 6,376 844 7,220 △0 7,220

セグメント利益 47 169 217 0 217

（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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