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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 18,731 33.6 989 459.5 362 ― 118 ―
22年3月期第2四半期 14,025 △28.1 176 △87.0 △590 ― △689 ―

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

23年3月期第2四半期 2.85 ―
22年3月期第2四半期 △16.59 ―

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

23年3月期第2四半期 57,238 32,172 50.3 693.80
22年3月期 57,732 32,556 51.5 716.78

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  28,775百万円 22年3月期  29,734百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 4.00
23年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 37,000 15.7 1,550 26.3 720 18.2 240 2.5 5.79



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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の対象外であります。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は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 45,246,212株 22年3月期  45,246,212株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,771,432株 22年3月期  3,763,459株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 41,476,778株 22年3月期2Q  41,578,560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（2010年4月1日から9月30日間までの6ヶ月間）におけるわが国経済は、新興国の需要

拡大を背景に回復基調のなかで推移し、個人消費も緩やかながら回復に転じました。一方、世界経済におきまし

て、米国経済は雇用環境や個人消費の弱さが顕著になりましたが、中国を中心とするアジア経済は引き続き景気拡

大が続きました。 

このような環境のなか、当社の主要マーケットであるスマートフォンなどの高機能な携帯電話市場及びカーエ

レクトロニクス市場を中心に、ほとんどのマーケットで販売が前年を上回りました。その結果、当第２四半期連結

累計期間の売上高は18,731百万円（前年同期比33.6％増）となりました。利益面におきましても、マーケット環境

の改善により売上高が増加し、営業利益は989百万円（前年同期比459.5％増）となりました。円高／ドル安の影響

により為替差損492百万円（ドル建て資産の評価損）を計上した結果、経常利益は362百万円（前年同四半期連結累

計期間は経常損失590百万円）、四半期純利益は118百万円（前年同四半期連結累計期間は四半期純損失689百万

円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前期末と比較して493百万円減少し、57,238百万円となりました。機

械装置等が増加いたしましたが、現金及び預金の減少が主な要因となっております。 

 負債合計は、前期末に比べ109百万円減少し、25,066百万円となりました。有利子負債の圧縮などによるもので

あります。 

 純資産合計は、前期末に比べ384百万円減少し、32,172百万円となりました。為替換算調整勘定が減少したた

め、純資産が減少しております。 

 自己資本比率は、前期末に比べ1.2ポイント減少し、50.3％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年11月10日発表の業績予想に変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高 

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、主に当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果 

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

 従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であったPT.KDS INDONESIAについては、同日現在の財務諸表を利用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、第１四半期連結会計期

間より、決算日を３月31日に変更したことにより、当第２四半期連結累計期間は、平成22年４月１日から平成22

年９月30日までの６か月間を連結しております。なお、平成22年１月１日から平成22年３月31日までの３か月間

の損益については利益剰余金に計上するとともに、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残

高の修正項目として計上しております。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が1,244千円、税金等調整

前四半期純利益が11,436千円それぞれ減少しております。 

  



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,657,717 9,407,530

受取手形及び売掛金 10,712,587 10,164,045

有価証券 1,865,871 3,364,559

商品及び製品 2,617,612 2,461,374

仕掛品 3,214,804 2,911,954

原材料及び貯蔵品 2,185,818 1,991,695

繰延税金資産 37,596 34,384

その他 1,671,117 1,292,784

貸倒引当金 △61,416 △89,537

流動資産合計 29,901,710 31,538,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,124,704 5,435,258

機械装置及び運搬具（純額） 12,778,158 11,607,115

工具、器具及び備品（純額） 1,310,020 1,208,945

土地 5,635,078 5,666,945

建設仮勘定 608,350 196,345

有形固定資産合計 25,456,312 24,114,610

無形固定資産   

のれん 196,769 195,825

その他 167,294 178,700

無形固定資産合計 364,063 374,525

投資その他の資産   

投資有価証券 955,014 1,114,498

長期貸付金 474 696

繰延税金資産 1,882 9,595

その他 750,008 770,161

貸倒引当金 △190,857 △190,867

投資その他の資産合計 1,516,522 1,704,083

固定資産合計 27,336,898 26,193,219

資産合計 57,238,608 57,732,009



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,768,146 2,817,291

短期借入金 3,521,863 4,002,670

1年内返済予定の長期借入金 2,741,763 2,957,175

未払金 2,192,692 1,199,664

未払法人税等 177,689 153,036

繰延税金負債 7,406 5,671

賞与引当金 523,917 267,541

役員賞与引当金 7,500 －

その他 832,913 765,965

流動負債合計 12,773,891 12,169,018

固定負債   

長期借入金 8,817,130 9,635,978

繰延税金負債 524,300 615,011

退職給付引当金 1,525,399 1,494,885

長期未払金 1,268,915 1,127,241

資産除去債務 23,782 －

その他 133,172 133,797

固定負債合計 12,292,702 13,006,914

負債合計 25,066,593 25,175,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,615 12,413,615

利益剰余金 671,541 724,354

自己株式 △1,513,395 △1,509,743

株主資本合計 30,916,644 30,973,110

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △165,973 41,130

為替換算調整勘定 △1,975,338 △1,280,240

評価・換算差額等合計 △2,141,311 △1,239,110

少数株主持分 3,396,682 2,822,075

純資産合計 32,172,015 32,556,076

負債純資産合計 57,238,608 57,732,009



（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 14,025,883 18,731,633

売上原価 11,122,198 14,522,467

売上総利益 2,903,685 4,209,165

販売費及び一般管理費 2,726,833 3,219,595

営業利益 176,851 989,569

営業外収益   

受取利息 17,083 8,817

受取配当金 15,106 14,238

その他 98,037 108,959

営業外収益合計 130,227 132,015

営業外費用   

支払利息 196,857 188,906

為替差損 546,919 492,918

その他 154,124 77,116

営業外費用合計 897,900 758,942

経常利益又は経常損失（△） △590,821 362,642

特別利益   

固定資産売却益 951 8,375

減損損失戻入益 － 118,646

投資有価証券売却益 56,766 －

貸倒引当金戻入額 － 13,621

移転補償金 7,273 －

その他 4,101 －

特別利益合計 69,092 140,643

特別損失   

固定資産売却損 102 2,313

固定資産除却損 2,679 884

投資有価証券評価損 18,702 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

持分変動損失 8,464 26,479

その他 234 1,538

特別損失合計 30,184 41,407

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（△）

△551,912 461,878

法人税、住民税及び事業税 134,087 195,334

法人税等調整額 △34,033 △34,356

法人税等合計 100,053 160,978

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（△）

△651,966 300,899

少数株主利益 37,867 182,560

四半期純利益又は四半期純損失（△） △689,833 118,339



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△551,912 461,878

減価償却費 1,538,805 1,780,942

のれん償却額 52,896 40,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,337 △24,574

賞与引当金の増減額（△は減少） △517,018 257,154

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,242 31,730

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

受取利息及び受取配当金 △32,189 △23,055

支払利息 196,857 188,906

為替差損益（△は益） 72,580 163,740

投資有価証券売却損益（△は益） △56,766 －

投資有価証券評価損益（△は益） 18,702 －

有形固定資産売却損益（△は益） △849 △6,061

有形固定資産除却損 2,679 884

減損損失戻入益 － △118,646

売上債権の増減額（△は増加） △735,168 △1,098,011

たな卸資産の増減額（△は増加） 825,576 △925,131

仕入債務の増減額（△は減少） △37,721 418,766

その他 681,875 △213,034

小計 1,520,927 953,643

利息及び配当金の受取額 32,189 23,055

利息の支払額 △195,838 △189,727

法人税等の還付額 33,604 －

法人税等の支払額 △162,217 △123,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,228,664 663,404

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 △20,682 －

定期預金の払戻による収入 75,504 －

有形固定資産の取得による支出 △873,564 △2,867,471

有形固定資産の売却による収入 193,003 271,480

投資有価証券の取得による支出 △3,190 △53,009

投資有価証券の売却による収入 83,676 －

子会社株式の取得による支出 － △256,759

貸付けによる支出 △3,519 △1,760

貸付金の回収による収入 3,655 2,443

その他 99,647 △88,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,469 △2,993,967



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △462,701 △375,630

長期借入れによる収入 3,120,713 573,648

長期借入金の返済による支出 △1,277,470 △1,383,550

配当金の支払額 △127,097 △207,793

少数株主からの払込みによる収入 19,756 790,695

少数株主への配当金の支払額 △79,992 △108,335

自己株式の取得による支出 △102,077 △3,652

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,091,131 △714,619

現金及び現金同等物に係る換算差額 237,953 △243,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,112,279 △3,288,955

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金
同等物の増加額 － 51,066

現金及び現金同等物の期首残高 12,062,570 12,660,067

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,174,850 9,422,177



 該当事項はありません。 

  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 水晶製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………ドイツ 

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、インドネシア、台湾、タイ 

(3）北米………米国  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）欧州………ドイツ 

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、台湾 

(3）北米………米国 

３ 海外売上高は、当社グループ（当社及び連結子会社）の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本 
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  6,010,707 588,868 6,909,251 517,054  14,025,883  － 14,025,883

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 7,069,487 435 4,389,897 724  11,460,545 (11,460,545) －

計  13,080,195 589,304 11,299,149 517,779  25,486,428 (11,460,545) 14,025,883

営業利益又は営業損失（△）  1,499,746 △32,206 △380,718 △49,987  1,036,834 (859,982) 176,851

  欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  590,360  9,536,665  529,426  10,656,452

Ⅱ 連結売上高（千円）                    14,025,883

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.2  68.0  3.8  76.0



［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要  

  当社グループは、水晶応用電子部品を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては米国、欧

州、中国、台湾、アジアの各地域をDAISHINKU(AMERICA)CORP.（米国）、DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH（欧州）、

大真空（香港）有限公司（中国）、天津大真空有限公司（中国）、加高電子股份有限公司（台湾）、DAISHINKU

(SHINGAPORE)PTE.LTD.（アジア）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独

立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした所在地別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「北米」、「欧州」、「中国」、「台湾」及び「アジア」の６つを報告セグメントとしておりま

す。   

  

２．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  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（単位：千円）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額13,617千円には、セグメント間取引消去69,125千円、のれんの償

却額△40,462千円、その他の調整額△15,046千円が含まれております。 

２. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年3月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

   

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 日本 

  
北米 

（注）２ 
欧州 

（注）２
中国
  

台湾
  

アジア
（注）２ 計

売上高                                             

外部顧客への

売上高 
 6,006,237  571,263 752,400 4,298,813 6,030,591 1,072,326  18,731,633  － 18,731,633

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 10,342,045  388 － 2,645,586 956,946 2,420,399  16,365,366  △16,365,366 －

計  16,348,282  571,652 752,400 6,944,399 6,987,537 3,492,726  35,096,999  △16,365,366 18,731,633

セグメント利益

又は損失（△） 
 756,923  △41,285 7,376 △268,251 492,971 28,217  975,952  13,617 989,569

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー12: ㈱大真空（6962）平成23年３月期 第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


