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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 37,983 18.8 1,425 16.1 852 39.9 425 81.5
22年3月期 31,978 △12.3 1,227 ― 609 ― 234 ―

（注）包括利益 23年3月期 △461百万円 （―％） 22年3月期 1,003百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 10.25 ― 1.5 1.5 3.8
22年3月期 5.64 ― 0.8 1.1 3.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 57,507 32,276 50.0 694.05
22年3月期 57,732 32,556 51.5 716.78

（参考） 自己資本   23年3月期  28,777百万円 22年3月期  29,734百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 2,841 △4,995 1,134 11,599
22年3月期 2,316 △1,560 25 12,660

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 207 88.7 0.7
23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 331 78.0 1.1
24年3月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 27.6

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 20,000 6.8 1,100 11.2 900 148.2 450 280.3 10.85
通期 41,000 7.9 2,500 75.4 2,100 146.4 1,200 182.3 28.94



4.  その他 
(1) 期中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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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 3,783,500 株 22年3月期 3,763,459 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 41,472,215 株 22年3月期 41,532,420 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 31,054 16.0 1,045 4.1 1,162 22.3 1,102 1.4
22年3月期 26,780 △1.8 1,004 ― 951 ― 1,087 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 26.59 ―
22年3月期 26.17 ―

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 49,372 32,009 64.8 772.01
22年3月期 47,232 31,444 66.6 758.02

（参考） 自己資本 23年3月期  32,009百万円 22年3月期  31,444百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした輸出の増加や、企業収益の改善に伴う設備投資の増加

などにより、概ね堅調に推移しました。世界経済におきましては、中国を中心としたアジア経済は引き続き好調に推移

し、米国においても政策効果なども加わり景気は穏やかな回復基調となりました。欧州では一部の国で財政危機などに

より景気減速が懸念されたものの、総じて景気の改善が継続しました。 

 このような経済環境の中、携帯電話市場ではスマートフォンなどの高機能端末向けの製品が大きく伸び、カーエレク

トロニクスの関連市場も堅調に推移しました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は37,983百万円（前年同期比18.8％増）となりました。利益面につきまして

は、売上高の増加に加え、小型・新製品の投入による製品ミックスの改善や生産性向上などコスト改善を継続し、営業

利益は1,425百万円（前年同期比16.1％増）となりました。また為替相場の円高/ドル安の影響により、為替差損582百

万円を計上しましたが、経常利益は852百万円（前年同期比39.9％増）、当期純利益は425百万円（前年同期比 81.5％

増）となりました。 

また、当事業年度の個別業績につきましては、売上高は31,054百万円（前年同期比16.0%増）となりました。また、

営業利益は1,045百万円（前年同期比4.1%増）、経常利益は1,162百万円（前年同期比22.3%増）、当期純利益1,102百万

円（前年同期比1.4%増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

今後の経済状況におきましては、中長期的に穏やかな回復基調で推移すると思われます。しかしながら、平成23年3

月11日に発生した東日本大震災の影響により、国内経済の先行きは不透明となり、世界経済への様々な影響も懸念され

る状況です。 

 このような経済環境の中、電子部品業界におきましても、サプライチェーンにおける影響について慎重な見方が必要

であり、為替変動や原材料価格の上昇などの懸念材料もあります。当社といたしましては、スマートフォンやスマート

グリッドなど拡大する新しいマーケットに小型・高精度・環境対応製品などの高付加価値製品を拡販し、体制を強化す

るため営業人員の増員や技術サービスの強化も継続し、受注獲得に努め業績を向上させてまいります。 

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高41,000百万円、営業利益2,500百万円、経常利益2,100百万円、当期純

利益1,200百万円を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当連結会計年度の財政状態は、総資産57,507百万円であり、前連結会計年度末と比較して224百万円減少しておりま

す。これは主に有価証券の減少などによるものであります。 

 また、負債は55百万円増加しております。その主なものは、借入金の増加などによるものであります。 

 少数株主持分を含めた純資産は、279百万円減少しております。これは主に為替換算調整勘定の減少などによるもの

であります。 

 これらにより自己資本比率は1.5ポイント減少して、50.0％となりました。 

  

 当連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、それぞれ次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は2,841百万円となりました。これは主に減価償却費計上など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） 

 投資活動の結果使用した資金は4,995百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出などによるも

のであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は1,134百万円となりました。これは主に少数株主からの払込による収入などによるも

のであります。 

  

 これらの結果、当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計期間末に比べ 

1,060百万円減少し、当連結会計期間末には11,599百万円となりました。 

１．経営成績



  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは会社競争力の維持のため、企業体質の強化等を総合勘案しながら、株主のみなさまに対して利益還

元として安定的な配当を継続することが重要な基本方針と考えております。また、将来の事業拡大のための設備投

資、研究開発などの資金需要に備えるためにも内部留保を充実させ、経営体質の一層の強化を図ってまいる所存であ

ります。 

 上記方針のもと、当期末の配当につきましては、１株当たり４円とすることといたしました。この結果、年間配当

金は１株当たり８円となります。なお、次期の配当につきましては、１株当たり８円を予定しております。 

  

 近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「信頼」の経営理念の基に、グローバル企業として世界中の人々に信頼される企業グループであり

たいと考えております。 

 「より良い製品を、より安く、より早く」をモットーに、ニーズにマッチした製品作りを通じて、お客様や株主の

みなさまから信頼を得るとともに、社会に貢献できる経営を推進してまいります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 さまざまな経営環境の変化に対応して、従来から事業構造改革を推進して利益重視の経営への転換を図ってまいり

ましたが、今後も選択と集中を強めるとともに、グループ一体となって企業価値の向上に努めてまいります。 

 情報通信、デジタル家電、カーエレクトロニクスなど水晶デバイスのマーケットは今後も拡大が見込まれます。当

社グループでは、蓄積された要素技術と優れた技術を駆使して、これら高度化するニーズに応え、差別化製品につな

げてまいります。 

 また、Q・C・D（Quality Cost Delivery）で優位に立つ生産戦略と、ニーズ追求型の販売戦略を展開することによ

り、CS（Customer Satisfaction）の向上と「KDS」ブランドを訴求します。事業領域を明確にすることにより経営資

源を集中させ、さらに技術、製造、販売が一体となって、事業の発展とより効率的な経営に邁進いたします。 

  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率  54.1 ％ 56.9 ％ 52.1 ％ 51.5 ％ 50.0 ％ 

時価ベースの 

自己資本比率 
57.0 ％ 29.2 ％ 11.3 ％ 32.1 ％ 32.6 ％ 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率 
2.4 年 2.0 年 4.1 年 7.2 年 6.0 年 

インタレスト・カバ 

レッジ・レシオ 
11.4 10.5 10.2 5.8 7.4 

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,407,530 9,781,926

受取手形及び売掛金 10,164,045 9,870,982

有価証券 3,364,559 1,866,661

商品及び製品 2,461,374 2,592,406

仕掛品 2,911,954 3,206,088

原材料及び貯蔵品 1,991,695 2,264,342

繰延税金資産 34,384 42,256

その他 1,292,784 1,449,160

貸倒引当金 △89,537 △62,019

流動資産合計 31,538,789 31,011,804

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,010,629 17,649,391

減価償却累計額 △12,575,370 △12,747,687

建物及び構築物（純額） 5,435,258 4,901,703

機械装置及び運搬具 38,803,801 40,173,304

減価償却累計額 △27,196,685 △28,212,536

機械装置及び運搬具（純額） 11,607,115 11,960,768

工具、器具及び備品 5,493,328 5,477,542

減価償却累計額 △4,284,383 △4,286,550

工具、器具及び備品（純額） 1,208,945 1,190,991

土地 5,666,945 5,628,613

建設仮勘定 196,345 747,948

有形固定資産合計 24,114,610 24,430,027

無形固定資産   

のれん 195,825 166,845

その他 178,700 157,456

無形固定資産合計 374,525 324,302

投資その他の資産   

投資有価証券 1,114,498 1,187,349

長期貸付金 696 7,505

繰延税金資産 9,595 29,516

その他 770,161 635,150

貸倒引当金 △190,867 △117,661

投資その他の資産合計 1,704,083 1,741,860

固定資産合計 26,193,219 26,496,190

資産合計 57,732,009 57,507,994



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,817,291 2,092,122

短期借入金 4,002,670 4,167,187

1年内返済予定の長期借入金 2,957,175 3,089,033

未払金 1,199,664 1,279,670

未払法人税等 153,036 215,010

繰延税金負債 5,671 5,077

賞与引当金 267,541 512,757

役員賞与引当金 － 15,000

その他 765,965 857,933

流動負債合計 12,169,018 12,233,793

固定負債   

長期借入金 9,635,978 9,706,504

繰延税金負債 615,011 514,172

退職給付引当金 1,494,885 1,579,442

長期未払金 1,127,241 1,092,682

資産除去債務 － 23,974

その他 133,797 81,017

固定負債合計 13,006,914 12,997,792

負債合計 25,175,933 25,231,585

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 724,354 812,411

自己株式 △1,509,743 △1,518,345

株主資本合計 30,973,110 31,052,565

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,130 △114,869

為替換算調整勘定 △1,280,240 △2,160,672

その他の包括利益累計額合計 △1,239,110 △2,275,541

少数株主持分 2,822,075 3,499,384

純資産合計 32,556,076 32,276,408

負債純資産合計 57,732,009 57,507,994



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 31,978,158 37,983,067

売上原価 25,087,157 30,280,628

売上総利益 6,891,001 7,702,438

販売費及び一般管理費 5,663,571 6,277,284

営業利益 1,227,429 1,425,154

営業外収益   

受取利息 40,017 22,902

受取配当金 25,606 24,171

補助金収入 － 251,700

受取保険金 60,433 51,606

その他 183,742 168,050

営業外収益合計 309,799 518,431

営業外費用   

支払利息 402,839 384,655

為替差損 341,887 582,891

その他 183,238 123,920

営業外費用合計 927,966 1,091,466

経常利益 609,263 852,118

特別利益   

固定資産売却益 3,095 19,522

減損損失戻入益 － 114,727

投資有価証券売却益 197,161 －

その他 13,229 15,213

特別利益合計 213,485 149,463

特別損失   

固定資産売却損 1,275 6,705

固定資産除却損 24,848 16,763

減損損失 47,037 －

投資有価証券売却損 31,008 －

投資有価証券評価損 1,408 －

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 14,131 26,479

その他 1,217 1,531

特別損失合計 120,927 61,670

税金等調整前当期純利益 701,821 939,911

法人税、住民税及び事業税 291,110 332,618

法人税等調整額 17,532 △80,924

法人税等合計 308,643 251,693

少数株主損益調整前当期純利益 393,178 688,218

少数株主利益 158,938 263,108

当期純利益 234,240 425,109



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 688,218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △155,999

為替換算調整勘定 － △993,367

その他の包括利益合計 － △1,149,366

包括利益 － △461,148

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △611,321

少数株主に係る包括利益 － 150,173



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 19,344,883 19,344,883

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,344,883 19,344,883

資本剰余金   

前期末残高 12,413,680 12,413,615

当期変動額   

自己株式の処分 △64 －

当期変動額合計 △64 －

当期末残高 12,413,615 12,413,615

利益剰余金   

前期末残高 615,863 724,354

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 － 36,260

当期純利益 234,240 425,109

当期変動額合計 108,491 88,056

当期末残高 724,354 812,411

自己株式   

前期末残高 △1,405,360 △1,509,743

当期変動額   

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 291 －

当期変動額合計 △104,382 △8,602

当期末残高 △1,509,743 △1,518,345

株主資本合計   

前期末残高 30,969,066 30,973,110

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 － 36,260

当期純利益 234,240 425,109

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 226 －

当期変動額合計 4,044 79,454

当期末残高 30,973,110 31,052,565



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △54,003 41,130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 95,133 △155,999

当期変動額合計 95,133 △155,999

当期末残高 41,130 △114,869

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,654,842 △1,280,240

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 374,601 △880,431

当期変動額合計 374,601 △880,431

当期末残高 △1,280,240 △2,160,672

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,708,845 △1,239,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 469,735 △1,036,430

当期変動額合計 469,735 △1,036,430

当期末残高 △1,239,110 △2,275,541

少数株主持分   

前期末残高 2,560,506 2,822,075

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 261,569 677,309

当期変動額合計 261,569 677,309

当期末残高 2,822,075 3,499,384

純資産合計   

前期末残高 31,820,727 32,556,076

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

連結子会社の決算期変更に伴う増加額 － 36,260

当期純利益 234,240 425,109

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 226 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 731,304 △359,121

当期変動額合計 735,348 △279,667

当期末残高 32,556,076 32,276,408



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 701,821 939,911

減価償却費 3,232,214 3,748,487

減損損失 47,037 －

のれん償却額 99,373 83,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,006 △24,160

賞与引当金の増減額（△は減少） △261,529 247,454

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78,828 87,265

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 △65,623 △47,074

支払利息 402,839 384,655

為替差損益（△は益） 282,688 △127,630

投資有価証券売却損益（△は益） △166,152 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,408 －

持分変動損益（△は益） 14,131 26,479

有形固定資産売却損益（△は益） △1,819 △12,817

有形固定資産除却損 24,848 16,763

減損損失戻入益 － △114,727

売上債権の増減額（△は増加） △1,858,771 △182,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,769 △1,007,563

仕入債務の増減額（△は減少） 430,093 △344,174

その他 50,763 △295,959

小計 2,962,391 3,403,200

利息及び配当金の受取額 65,623 47,074

利息の支払額 △411,471 △368,463

法人税等の還付額 46,882 －

法人税等の支払額 △346,855 △240,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,316,569 2,841,314

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 △113,577 －

定期預金の払戻による収入 254,798 49,890

有形固定資産の取得による支出 △2,203,615 △5,276,957

有形固定資産の売却による収入 178,840 657,143

投資有価証券の取得による支出 △55,781 △233,373

投資有価証券の売却による収入 386,838 －

子会社株式の取得による支出 △7,250 △256,759

貸付けによる支出 △5,806 △10,691

貸付金の回収による収入 5,237 3,190

その他 225 72,384

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,090 △4,995,173



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31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） 497,083 399,711

長期借入れによる収入 4,373,937 3,955,181

長期借入金の返済による支出 △4,563,164 △3,519,553

配当金の支払額 △127,549 △374,608

少数株主からの払込みによる収入 29,536 790,695

少数株主への配当金の支払額 △79,992 △108,335

自己株式の処分による収入 226 －

自己株式の取得による支出 △104,674 △8,602

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,403 1,134,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 △184,386 △92,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 597,496 △1,111,763

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期末残高 12,660,067 11,599,370



 該当事項はありません。  

  

 なお、上記「１ 連結子会社の事業年度等に関する事項」及び「２ 会計処理基準に関する事項 （1）重要な引当金の

計上基準  ①役員賞与引当金」以外は、 近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変

更がないため、開示を省略しております。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社のうち、PT.KDS INDONESIA、

天津大真空有限公司、加高電子股份有限公

司、加高電子（深圳）有限公司、

HARMONY ELECTRONICS(THAILAND)

CO.,LTD.、 

加高電子（蘇州）有限公司、上海大真空国

際貿易有限公司の決算日は12月31日、大真

空(香港)有限公司、DAISHINKU(AMERICA)

CORP.、DAISHINKU(SINGAPORE)PTE.LTD.、

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH、株式会社九

州大真空は３月31日であります。 

  連結子会社のうち、天津大真空有限公

司、加高電子股份有限公司、加高電子

（深圳）有限公司、HARMONY ELECTRONICS

(THAILAND)CO.,LTD.、 

加高電子（蘇州）有限公司、上海大真空

国際貿易有限公司の決算日は12月31日、

PT.KDS INDONESIA、大真空(香港)有限公

司、DAISHINKU(AMERICA)CORP.、

DAISHINKU(SINGAPORE)PTE.LTD.、

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH、株式会社

九州大真空は３月31日であります。 

    連結財務諸表の作成にあたっては連結子

会社の決算日現在の財務諸表を採用してお

ります。なお、上海大真空国際貿易有限公

司は３月31日現在で決算に準じた仮決算を

行った財務諸表を基準としております。連

結決算日との間に生じた重要な取引につき

ましては連結上必要な調整を行なっており

ます。 

   

―――――― 

  連結財務諸表の作成にあたっては連結子

会社の決算日現在の財務諸表を採用してお

ります。なお、上海大真空国際貿易有限公

司は３月31日現在で決算に準じた仮決算を

行った財務諸表を基準としております。連

結決算日との間に生じた重要な取引につき

ましては連結上必要な調整を行なっており

ます。 

   

 なお、当連結会計年度より

PT.KDS INDONESIAの決算日を12月31日から

３月31日に変更しております。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、連結子会社の決算期

変更に伴う増加額として利益剰余金に計上

しております。  

  

２ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な引当金の計上基準  

① 役員賞与引当金 

  

―――――― 

(1) 重要な引当金の計上基準 

① 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額に基づき

計上しております。 

  



   

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

           

――――――  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「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）および

「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、営業利益および経常利益が2,468千

円、税金等調整前当期純利益が12,659千円それぞれ減少し

ております。 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第22号

平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度から適用でき

ることになったことに伴い、当連結会計年度では、「少数

株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

  

  

――――――  



  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（子会社の増資について） 

 当社連結子会社である加高電子股份有限公司は、平成22

年３月25日開催の董事会において、財務体質改善及び設備

投資等を目的とした増資を行う旨の決議をいたしました。

  

当該連結子会社の概要 

  

増資の内容 

(1）増資額 

 商号  加高電子股份有限公司 

 代表者      楊 瑞陽 

 本店所在地    台湾、高雄 

 主な事業内容  水晶製品事業 

増資基準日における 

株主に対する割当増資 
400,000千ＮＴドル 

公募増資 50,000千ＮＴドル 

従業員に対するストッ

ク・オプションの付与 
50,000千ＮＴドル 

（増資後資本金 1,070,412千ＮＴドル）

  

―――――― 

(2）持分比率 増資前 50％ 

増資後 47％ 

  

平成22年６月30日開催の董事会において決定した事項   

(1）増資基準日 平成22年７月23日 

(2）公募期間  平成22年８月27日～31日  

(3）払込期日  平成22年９月６日  

  

   

  

―――――― 

（包括利益に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

  

（連結包括利益計算書関係）

 親会社株主に係る包括利益 703,975 千円 

 少数株主に係る包括利益 299,024 〃 

計 1,003,000 〃 

 その他有価証券評価差額金 95,133 千円 

 為替換算調整勘定 514,687 〃 

計 609,821 〃 



 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）において、水晶製品事業の売上高、営業利

益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 

    ３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

   

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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。

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                      

売上高                                      

(1）外部顧客に対する売

上高 
 12,025,326 1,331,365 17,511,065 1,110,401  31,978,158  － 31,978,158

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 14,754,928 425 9,198,900 712  23,954,966 (23,954,966) －

計  26,780,254 1,331,790 26,709,965 1,111,113  55,933,124 (23,954,966) 31,978,158

営業費用  24,022,549 1,378,224 26,400,227 1,198,297  52,999,299 (22,248,571) 30,750,728

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,757,705 △46,434 309,737 △87,183  2,933,824 (1,706,394) 1,227,429

Ⅱ 資産  24,574,054 552,420 27,655,368 512,463  53,294,306  4,437,702 57,732,009

  前連結会計年度 主な内容   

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
1,804,491千円

提出会社の総務部門・財務部門

等一般管理部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額 
12,924,414千円

提出会社のにおける余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期

投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等 

ｃ．海外売上高

  欧州 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,296,539  20,961,184  1,150,847  23,408,570

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  31,978,158

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 4.1  65.5  3.6  73.2



当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

   報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）   

（単位：千円）

（注）１.調整額は、以下の通りであります。 

(1）セグメント利益の調整額9,808千円には、セグメント間取引消去134,119千円、のれんの償却額

△99,373千円、その他の調整額△24,937千円が含まれております。  

(2) セグメント資産の調整額△8,536,614千円には、セグメント間の債権と債務の相殺消去額

△8,308,469千円、のれん195,825千円、その他の調整額△423,970千円が含まれております。 

(3）減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る調整額であります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

３. 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  

  

ｄ．セグメント情報

   

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 日本 

  
北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）３ 計

売上高                                             

外部顧客への

売上高 
 12,025,326  1,110,401 1,331,365 5,518,979 9,918,490 2,073,594  31,978,158  － 31,978,158

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 14,754,928  712 425 3,955,478 1,561,842 4,108,771  24,382,159  △24,382,159 －

計  26,780,254  1,111,113 1,331,790 9,474,458 11,480,333 6,182,366  56,360,318  △24,382,159 31,978,158

セグメント利益

又は損失（△） 
 956,048  △87,183 △46,434 △416,540 555,461 256,271  1,217,621  9,808 1,227,429

セグメント資産  37,501,321  512,463 552,420 9,701,592 12,466,203 5,534,623  66,268,624  △8,536,614 57,732,009

その他の項目                                                  

減価償却費   1,075,533  2,681 635 725,275 675,603 641,683  3,121,412  △106,756 3,014,656

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 1,321,343  393 768 296,054 502,303 125,955  2,246,817  － 2,246,817



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）   

（単位：千円）

（注）１.調整額は、以下の通りであります。 

(1）セグメント利益の調整額11,227千円には、セグメント間取引消去84,430千円、のれんの償却額

△83,338千円、その他の調整額10,134千円が含まれております。  

(2) セグメント資産の調整額△7,343,569千円には、セグメント間の債権と債務の相殺消去額

△7,084,731千円、のれん166,845千円、その他の調整額△425,683千円が含まれております。 

(3）減価償却費の調整額は、セグメント間取引に係る調整額であります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

３. 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）  

 当連結会計年度より、「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。 

  

   

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 日本 

  
北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）３ 計

売上高                                             

外部顧客への

売上高 
 11,821,274  1,168,104 1,535,448 8,172,258 13,232,916 2,053,064  37,983,067  － 37,983,067

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 19,233,561  98,271 2,479 4,984,728 1,835,383 4,739,210  30,893,635  △30,893,635 －

計  31,054,835  1,266,376 1,537,927 13,156,987 15,068,300 6,792,274  68,876,702  △30,893,635 37,983,067

セグメント利益

又は損失（△） 
 1,031,646  59,668 17,610 △642,675 919,863 27,813  1,413,926  11,227 1,425,154

セグメント資産  36,364,683  515,897 595,668 8,849,832 13,447,434 5,078,047  64,851,564  △7,343,569 57,507,994

その他の項目                                                  

減価償却費   1,430,213  2,113 1,004 702,865 702,389 715,618  3,554,203  △22,780 3,531,422

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 2,576,799  － 2,399 882,420 1,171,416 939,775  5,572,811  － 5,572,811



 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益金額 

  

   該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付等に関する

注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 716円78銭

１株当たり当期純利益金額 5円64銭

１株当たり純資産額 円 銭694 05

１株当たり当期純利益金額 円 銭10 25

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
同左 

  
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（千円） 
  32,556,076   32,276,408

普通株式に係る純資産額（千円）   29,734,000   28,777,024

差額の主な内訳（千円）     

少数株主持分   2,822,075   3,499,384

普通株式の発行済株式数（千株）   45,246   45,246

普通株式の自己株式数（千株）   3,763   3,783

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（千株） 
  41,482   41,462

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）   234,240   425,109

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）   234,240   425,109

期中平均株式数（千株）   41,532   41,472

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,712,544 6,919,194

受取手形 211,724 280,778

売掛金 7,656,342 8,888,090

有価証券 3,364,559 1,866,661

商品及び製品 535,322 705,842

仕掛品 1,593,778 1,897,902

原材料及び貯蔵品 793,650 733,247

前払費用 96,474 100,647

関係会社短期貸付金 2,680,483 －

未収入金 562,812 560,823

立替金 80,231 83,631

その他 108,210 10,333

貸倒引当金 △49,855 △44,517

流動資産合計 24,346,278 22,002,634

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,793,296 11,825,093

減価償却累計額 △8,995,056 △9,139,944

建物（純額） 2,798,240 2,685,148

構築物 908,988 907,988

減価償却累計額 △810,924 △826,512

構築物（純額） 98,063 81,476

機械及び装置 20,789,595 22,840,873

減価償却累計額 △18,001,010 △18,974,410

機械及び装置（純額） 2,788,584 3,866,462

車両運搬具 51,702 48,572

減価償却累計額 △46,396 △43,735

車両運搬具（純額） 5,306 4,837

工具、器具及び備品 3,128,832 3,159,810

減価償却累計額 △2,494,018 △2,521,918

工具、器具及び備品（純額） 634,814 637,892

土地 5,094,807 5,083,062

建設仮勘定 127,940 72,833

有形固定資産合計 11,547,756 12,431,712

無形固定資産   

特許権 32,812 26,562

ソフトウエア 6,257 7,025

電話加入権 12,591 12,591

施設利用権 995 510

無形固定資産合計 52,657 46,690



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,076,629 1,127,274

関係会社株式 9,831,058 13,247,295

関係会社出資金 22,345 22,345

関係会社長期貸付金 62,011 －

破産更生債権等 73,195 －

長期前払費用 11 －

保険積立金 219,670 231,783

その他 207,718 396,219

貸倒引当金 △206,408 △133,857

投資その他の資産合計 11,286,232 14,891,059

固定資産合計 22,886,646 27,369,462

資産合計 47,232,925 49,372,096

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,717,915 2,167,361

短期借入金 1,479,120 1,449,450

1年内返済予定の長期借入金 1,325,000 2,064,400

未払金 709,679 680,782

未払費用 238,694 281,109

未払法人税等 64,411 68,277

預り金 24,244 21,962

賞与引当金 242,625 490,963

役員賞与引当金 － 15,000

その他 3,682 1,896

流動負債合計 6,805,371 7,241,203

固定負債   

長期借入金 7,320,000 8,455,600

退職給付引当金 1,357,221 1,410,893

繰延税金負債 29,709 4,593

資産除去債務 － 23,974

その他 275,814 226,127

固定負債合計 8,982,745 10,121,188

負債合計 15,788,117 17,362,391



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金   

資本準備金 5,781,500 5,781,500

その他資本剰余金 6,632,115 6,632,115

資本剰余金合計 12,413,615 12,413,615

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,154,704 1,884,181

利益剰余金合計 1,154,704 1,884,181

自己株式 △1,509,743 △1,518,345

株主資本合計 31,403,460 32,124,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,348 △114,630

評価・換算差額等合計 41,348 △114,630

純資産合計 31,444,808 32,009,705

負債純資産合計 47,232,925 49,372,096



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 26,780,255 31,054,894

売上原価   

製品期首たな卸高 538,858 221,330

商品期首たな卸高 470,451 313,991

当期商品仕入高 10,047,681 11,672,101

当期製品製造原価 11,715,888 14,443,270

他勘定振替高 598 465

製品期末たな卸高 221,330 351,307

商品期末たな卸高 313,991 354,534

売上原価合計 22,236,959 25,944,386

売上総利益 4,543,295 5,110,507

販売費及び一般管理費 3,538,708 4,064,696

営業利益 1,004,587 1,045,810

営業外収益   

受取利息 124,827 62,728

受取配当金 342,982 233,711

受取保険金 60,433 51,606

受取賃貸料 134,366 118,211

補助金収入 － 251,700

その他 78,809 108,219

営業外収益合計 741,419 826,177

営業外費用   

支払利息 163,164 131,533

為替差損 414,779 445,078

減価償却費 94,654 82,643

外国源泉税 46,963 11,856

その他 75,269 38,052

営業外費用合計 794,832 709,164

経常利益 951,174 1,162,824

特別利益   

固定資産売却益 － 8,594

投資有価証券売却益 197,161 －

貸倒引当金戻入額 3,684 11,940

その他 19,960 －

特別利益合計 220,805 20,534

特別損失   

固定資産除却損 1,009 15,687

投資有価証券売却損 31,008 －

投資有価証券評価損 1,408 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

その他 12,727 55

特別損失合計 46,154 25,934

税引前当期純利益 1,125,825 1,157,425

法人税、住民税及び事業税 38,761 50,040

法人税等調整額 － 4,593

法人税等合計 38,761 54,634

当期純利益 1,087,064 1,102,790



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 19,344,883 19,344,883

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,344,883 19,344,883

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,781,500 5,781,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,781,500 5,781,500

その他資本剰余金   

前期末残高 6,632,180 6,632,115

当期変動額   

自己株式の処分 △64 －

当期変動額合計 △64 －

当期末残高 6,632,115 6,632,115

資本剰余金合計   

前期末残高 12,413,680 12,413,615

当期変動額   

自己株式の処分 △64 －

当期変動額合計 △64 －

当期末残高 12,413,615 12,413,615

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 193,388 1,154,704

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

当期純利益 1,087,064 1,102,790

当期変動額合計 961,315 729,477

当期末残高 1,154,704 1,884,181

利益剰余金合計   

前期末残高 193,388 1,154,704

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

当期純利益 1,087,064 1,102,790

当期変動額合計 961,315 729,477

当期末残高 1,154,704 1,884,181



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,405,360 △1,509,743

当期変動額   

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 291 －

当期変動額合計 △104,382 △8,602

当期末残高 △1,509,743 △1,518,345

株主資本合計   

前期末残高 30,546,592 31,403,460

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

当期純利益 1,087,064 1,102,790

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 226 －

当期変動額合計 856,867 720,875

当期末残高 31,403,460 32,124,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △53,725 41,348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 95,073 △155,978

当期変動額合計 95,073 △155,978

当期末残高 41,348 △114,630

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △53,725 41,348

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 95,073 △155,978

当期変動額合計 95,073 △155,978

当期末残高 41,348 △114,630

純資産合計   

前期末残高 30,492,866 31,444,808

当期変動額   

剰余金の配当 △125,748 △373,312

当期純利益 1,087,064 1,102,790

自己株式の取得 △104,674 △8,602

自己株式の処分 226 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 95,073 △155,978

当期変動額合計 951,941 564,897

当期末残高 31,444,808 32,009,705



 該当事項はありません。  

   

生産、受注及び販売の状況（連結） 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

継続企業の前提に関する注記

セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

日本（千円）  20,518,004  －

中国（千円）  5,915,520  －

台湾（千円）  9,441,987  －

アジア（千円）  5,365,758  －

合計（千円）  41,241,270  －

セグメントの名称 
受注高 

（千円） 
前年同期比 

（％） 
受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

日本  11,811,870  －  1,645,053  －

北米  1,189,243  －  100,347  －

欧州  1,541,462  －  179,067  －

中国  8,802,323  －  1,576,490  －

台湾  12,935,585  －  914,552  －

アジア  2,059,822  －  127,763  －

合計  38,340,307  －  4,543,274  －

セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

日本（千円）  11,821,274  －

北米（千円）  1,168,104  －

欧州（千円）  1,535,448  －

中国（千円）  8,172,258  －

台湾（千円）  13,232,916  －

アジア（千円）  2,053,064  －

合計（千円）  37,983,067  －



改正後の「セグメント情報」の適用初年度であり、上記セグメントの区分による前連結会計年度の金額のデータを入手

することが困難であるため、前年同期比は記載しておりません。  

  

品目別売上高明細表（個別） 

（単位 : 千円） 

 （注）（ ）は内数で輸出高を表しております。 

  

品目別 

第47期 
（平成22年３月31日） 

第48期 
（平成23年３月31日）

増減金額 前年比（％） 

売上高 売上高 

一般水晶振動子 
( ) 5,566,913 ( ) 6,185,503 ( ) 618,590 ( ) 11.1

 8,147,294  8,733,849  586,554  7.2

音叉型水晶振動子 
( ) 1,768,298 ( ) 2,281,010 ( ) 512,712 ( ) 29.0

 2,544,377  3,035,932  491,554  19.3

水晶応用製品 
( ) 8,681,880 ( ) 11,511,639 ( ) 2,829,759 ( ) 32.6

 15,111,362  17,786,535  2,675,173  17.7

そ の 他 
( ) 977,181 ( ) 1,498,517 ( ) 521,335 ( ) 53.4

 977,221  1,498,577  521,355  53.4

合   計 
( ) 16,994,273 ( ) 21,476,671 ( ) 4,482,397 ( ) 26.4

 26,780,255  31,054,894  4,274,638  16.0
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