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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 97,077 ― △925 ― △289 ― △4,888 ―

20年3月期第3四半期 109,321 8.0 8,312 15.4 7,915 7.8 5,311 23.5

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

21年3月期第3四半期 △39.15 ―

20年3月期第3四半期 42.04 ―

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

21年3月期第3四半期 152,796 66,111 42.9 560.36
20年3月期 160,343 78,652 48.7 618.26

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  65,626百万円 20年3月期  78,081百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 112,000 △21.8 △9,500 ― △9,300 ― △14,000 ― △113.89

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) 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  有  

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月4日に公表致しました予想から修正しております。詳細については、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結
業績予想に関する定性的情報及び本日公表の「業績予想の修正、繰延税金資産の取崩し並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。なお、業績予想に
つきましては、本資料作成時点において入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因により変動する場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  127,159,334株 20年3月期  127,159,334株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,045,741株 20年3月期  867,846株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  124,863,104株 20年3月期第3四半期  126,333,822株
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当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機の影響に伴う企業収益の悪化によ
る設備投資の抑制や個人消費の急激な落ち込みなど、景気の減速感を強めております。 
 当社グループが属する電子部品業界におきましても、世界的な景気減速の影響を受け、デジタル家電等
の主要機器の需要減少に伴う部品の在庫調整や円高による輸出採算の悪化などにより、全般的に厳しい環
境で推移し、当社においてもデジタル家電及びパソコン向けのコンデンサを中心に売上が大きく減少致し
ました。 
  
これらの結果、当第3四半期累計期間の連結売上高は970億77百万円、営業損失は9億25百万円、経常損

失は2億89百万円、四半期純損失は主に繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額を38億43百万円計上
したことなどにより、48億88百万円となりました。 
  
  

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,527億96百万円となり、前連結会計年度末に比べて75億46百万
円減少致しました。  
 流動資産は816億39百万円となり、11億3百万円減少致しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減
少などによるものです。固定資産は711億57百万円となり64億43百万円減少致しましたが、その内訳は投
資有価証券の減少33億89百万円と繰延税金資産の減少15億47百万円などによるものです。  
 当第3四半期連結会計期間末の負債合計は866億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億93百万円
増加致しました。  
 流動負債は421億80百万円となり11億47百万円減少致しましたが、主な要因は生産の減少に伴う支払手
形及び買掛金の減少によるものです。固定負債は445億4百万円となり61億41百万円増加致しましたが、主
な要因は長期借入金の増加62億50百万円によるものです。  
 当第3四半期連結会計期間末の純資産は661億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ125億40百万円
減少致しました。主な要因は当四半期純損失の計上と為替換算調整勘定の増加によるものです。この結
果、自己資本比率は前連結会計年度末の48.7％から42.9％となりました。  
  
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ22億80百万円増加

し、当第3四半期連結会計期間末残高は197億3百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失5億50百万円、たな卸資産の増加39
億13百万円などの減少があったものの、減価償却費86億43百万円などを得たことにより28億17百万円の収
入となりました。 
（投資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・フローは、94億93百万円の支出となりましたが、主に増産対応や新製品生
産設備の設備投資等によるものです。 
（財務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・フローは、90億84百万円の収入となりましたが、短期借入金の純増78億41
百万円、長期借入金の増加100億円、長期借入金の返済52億21百万円、自己株式の取得20億20百万円、株
主への配当金の支払い15億15百万円によるものです。 
  

  

通期の連結業績予想につきましては、世界経済の減速による需要の減少や為替が引き続き円高で推移す
ると予想されることなどを勘案し、平成20年11月4日に公表した業績予想を下方修正致しました。なお、
当該予想数値の修正に関する事項は、本日(平成21年2月2日)公表の「業績予想の修正、繰延税金資産の取
崩し並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 また、平成21年3月期末の配当につきましては、業績予想の修正で公表致しましたとおり、大幅な当期
純損失を計上する見込みとなりましたので、誠に遺憾ではありますが、期末配当を無配とさせていただき
たく存じます。 

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

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
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該当事項はありません。 
  

  

①棚卸資産の評価方法  
当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、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する方法に

よっております。 
③経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。  
⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 
連結会社相互間の債権と債務の相殺消去  

当該債権と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで
債権と債務を相殺消去しております。  

連結会社相互間の取引の相殺消去  
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額にあわせる方法
により相殺消去しております。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日

企業会計基準第12号) 及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規
則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②重要な資産の評価基準の変更 
第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18

年7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第1四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 

④重要な減価償却資産の減価償却の方法（追加情報） 

第1四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法の改正を契機に一部の機械装置について利用
状況等を見直した結果、耐用年数を主に9年から8年へ変更しております。 

  

  

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)

(2) 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

(3) 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
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5.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,704 17,440

受取手形及び売掛金 25,181 30,014

商品及び製品 12,279 10,375

仕掛品 6,986 6,864

原材料及び貯蔵品 7,804 7,155

繰延税金資産 174 1,414

その他 9,596 9,579

貸倒引当金 △88 △101

流動資産合計 81,639 82,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,341 32,992

減価償却累計額 △18,243 △17,636

建物及び構築物（純額） 15,097 15,355

機械装置及び運搬具 107,645 105,702

減価償却累計額 △80,404 △77,148

機械装置及び運搬具（純額） 27,241 28,554

工具、器具及び備品 10,373 10,177

減価償却累計額 △8,277 △7,867

工具、器具及び備品（純額） 2,095 2,309

土地 7,092 7,378

建設仮勘定 4,024 3,413

有形固定資産合計 55,551 57,011

無形固定資産 1,194 1,300

投資その他の資産   

投資有価証券 10,686 14,075

繰延税金資産 57 1,605

その他 3,855 3,801

貸倒引当金 △189 △194

投資その他の資産合計 14,410 19,288

固定資産合計 71,157 77,600

資産合計 152,796 160,343
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,842 12,366

短期借入金 19,436 13,011

未払法人税等 264 491

賞与引当金 808 1,613

役員賞与引当金 － 20

事業再編引当金 101 101

その他 14,728 15,723

流動負債合計 42,180 43,328

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 35,372 29,121

繰延税金負債 478 459

退職給付引当金 5,672 5,781

役員退職慰労引当金 285 297

環境安全対策引当金 540 540

その他 156 164

固定負債合計 44,504 38,363

負債合計 86,685 81,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,751 15,751

資本剰余金 33,819 33,819

利益剰余金 24,078 30,493

自己株式 △2,557 △537

株主資本合計 71,092 79,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 410 1,753

為替換算調整勘定 △5,876 △3,199

評価・換算差額等合計 △5,466 △1,446

少数株主持分 485 570

純資産合計 66,111 78,652

負債純資産合計 152,796 160,343
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(2)四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 97,077

売上原価 82,783

売上総利益 14,293

販売費及び一般管理費 15,219

営業損失（△） △925

営業外収益  

受取利息 152

受取配当金 103

為替差益 483

持分法による投資利益 359

その他 79

営業外収益合計 1,178

営業外費用  

支払利息 503

その他 39

営業外費用合計 542

経常損失（△） △289

特別利益  

投資有価証券売却益 23

その他 5

特別利益合計 28

特別損失  

たな卸資産評価損 91

固定資産処分損 60

投資有価証券評価損 116

その他 21

特別損失合計 289

税金等調整前四半期純損失（△） △550

法人税、住民税及び事業税 517

法人税等調整額 3,843

法人税等合計 4,361

少数株主損失（△） △23

四半期純損失（△） △4,888
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,614

売上原価 27,154

売上総利益 2,460

販売費及び一般管理費 4,436

営業損失（△） △1,976

営業外収益  

受取利息 37

受取配当金 45

持分法による投資利益 168

その他 17

営業外収益合計 268

営業外費用  

支払利息 169

為替差損 1,207

その他 2

営業外費用合計 1,379

経常損失（△） △3,087

特別利益  

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 △1

その他 △0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産処分損 18

投資有価証券評価損 50

貸倒引当金繰入額 11

その他 △3

特別損失合計 76

税金等調整前四半期純損失（△） △3,163

法人税、住民税及び事業税 △24

法人税等調整額 3,601

法人税等合計 3,576

少数株主損失（△） △2

四半期純損失（△） △6,738
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △550

減価償却費 8,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △256

支払利息 503

為替差損益（△は益） 786

持分法による投資損益（△は益） △359

たな卸資産評価損 91

有形固定資産処分損益（△は益） 60

投資有価証券売却損益（△は益） △23

投資有価証券評価損益（△は益） 116

売上債権の増減額（△は増加） 3,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,913

仕入債務の増減額（△は減少） △4,245

その他 △515

小計 3,875

利息及び配当金の受取額 255

利息の支払額 △407

法人税等の支払額 △905

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,817

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 △131

定期預金の払戻による収入 144

有形固定資産の取得による支出 △9,556

有形固定資産の売却による収入 236

投資有価証券の売却による収入 63

貸付けによる支出 △10

貸付金の回収による収入 95

その他 △334

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,493

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） 7,841

長期借入金の返済による支出 △5,221

長期借入れによる収入 10,000

自己株式の取得による支出 △2,020

配当金の支払額 △1,515

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,084
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,280

現金及び現金同等物の期首残高 17,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,703
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 
当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 
当社及び連結子会社は、コンデンサ及びその他の電子部品の製造・販売を主な事業としており、全セ

グメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンデンサ及びその他の電子部品の割合がいずれ
も90％を超えているため、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。 
  

ｂ．所在地別セグメント情報 
当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12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) 北米…………米国 

  (2) 欧州…………ドイツ 

  (3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上
高

30,947 6,945 7,408 51,775 97,077 ― 97,077

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

60,641 2,345 10 18,426 81,424 (△81,424) ―

計 91,589 9,290 7,419 70,202 178,501 (△81,424) 97,077

営業利益又は営業損失(△) 1,544 △175 188 1,530 3,088 (△4,014) △925
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ｃ．海外売上高 
当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12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) 北米…………米国、カナダ 

  (2) 欧州…………ドイツ、フランス、フィンランド、イギリス 

  (3) アジア等……シンガポール、マレーシア、香港、台湾、韓国、中国 

３ 海外売上高は、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。 

  

該当事項はありません。 

北米 欧州 アジア等 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 5,927 7,980 55,621 69,529

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ― ― ― 97,077

Ⅲ 連結売上高に占める
6.1 8.2 57.3 71.6

   海外売上高の割合(％)

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

「参考資料」

科 目

前第3四半期連結累計期間

(自 平成19年 4月 1日

 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 109,321

Ⅱ 売上原価 84,779

  売上総利益 24,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,229

  営業利益 8,312

Ⅳ 営業外収益 508

    受取利息及び受取配当金 357

    その他の営業外収益 150

Ⅴ 営業外費用 905

    支払利息 526

    為替差損 190

    持分法による投資損失 38

     その他の営業外費用 150

  経常利益 7,915

Ⅵ 特別利益 877

Ⅶ 特別損失 183

    税金等調整前四半期純利益 8,609

    法人税、住民税及び事業税 2,109

    法人税等調整額 1,214

    少数株主損失(△) △25

    四半期純利益 5,311
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 
  

  

  

  

前第3四半期連結累計期間

(自 平成19年 4月 1日

 至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 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 8,609

  減価償却費 7,946

  売上債権の増減額(△は増加) △ 4,449

  棚卸資産の増減額(△は増加) △ 1,386

  仕入債務の増減額(△は減少) △ 1,399

  その他 157

  小計 9,479

  法人税等の支払額 △ 2,603

  その他 △ 166

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,709

Ⅱ 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 △ 10,326

 その他 1,642

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,683

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 社債及び借入金の増減額(△減少) △ 355

 配当金の支払額 △ 1,389

 その他 △ 41

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,787

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 10

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 3,771

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 23,847

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 20,075
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