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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 21,625 △34.5 △2,860 ― △2,897 ― △3,067 ―

21年3月期第1四半期 33,037 ― 644 ― 2,467 ― 1,543 ―

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

22年3月期第1四半期 △26.19 ―

21年3月期第1四半期 12.22 ―

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

22年3月期第1四半期 137,904 54,777 39.4 463.94
21年3月期 143,994 57,258 39.5 485.33

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  54,325百万円 21年3月期  56,833百万円

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  無  
 

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

21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

50,000 △25.9 △2,500 ― △2,300 ― △2,400 ― △20.50

通期 105,000 △8.4 △2,500 ― △2,100 ― △2,300 ― △19.64
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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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

 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。上記の業績予想に関連する事項については、3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」をご参
照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 127,159,334株 21年3月期  127,159,334株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,062,703株 21年3月期  10,056,564株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 117,099,026株 21年3月期第1四半期 126,287,429株
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当第1四半期における我が国経済は、在庫調整の終了と生産の持ち直しにより、一部の産業におきまし
ては景気の底打ち感がありましたものの、全体的には前期後半からの世界的な金融危機に端を発した実体
経済の悪化の完全回復にはしばらく時間がかかるものと思われ、まだまだ厳しい環境の下に推移致しまし
た。 
 当社グループが属する電子部品業界におきましては、今年度に入り、中国市場を中心にパソコン関連機
器や薄型テレビ等のデジタル家電用の部品の受注が急激に増加致しました。 
 一方、米国や欧州市場におきましては自動車産業の不況が続いており、需要の回復はまだ見られませ
ん。 
 この様に、市場や製品分野におきましては景況感はまだら模様で、全般的には回復途中にありますが、
先の見通しが困難な状況であります。 
 この様な環境の下、当社グループは、人件費を始めとした固定費の削減に努めるとともに、効率的な生
産体制への整備を進めてまいりました。 
 また、生産・販売・技術の各部門が一体となった複数のプロジェクトを立ち上げ、拡販活動と今後の需
要に対応した製品開発に注力しております。 
  
これらの結果、当第1四半期の連結売上高は216億25百万円（前年同期比34.5％減）、営業損失は28億60

百万円（前年同期営業利益6億44百万円）、経常損失は28億97百万円（前年同期経常利益24億67百万
円）、四半期純損失は30億67百万円（前年同期四半期純利益15億43百万円）となりました。 
  
  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は1,379億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて60億90百万
円減少致しました。  
 流動資産は694億40百万円となり、52億92百万円減少致しました。主な要因は、現金及び預金の減少39
億42百万円であります。固定資産は684億63百万円となり7億98百万円減少致しました。その主な要因は有
形固定資産の減少12億75百万円、投資有価証券の評価による増加6億13百万円であります。  
 流動負債は453億9百万円となり29億18百万円減少致しました。主な要因は短期借入金の減少40億42百万
円であります。固定負債は378億17百万円となり6億91百万円減少致しました。主な要因は長期借入金の減
少12億30百万円であります。  
 当第1四半期連結会計期間末の純資産は547億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億81百万円減
少致しました。主な要因は四半期純損失の計上であります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末
の39.5％から39.4％となりました。  
  
当第1四半期連結累計期間末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47億56百万円減少

し、245億11百万円となりました。 
（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28億92百万円を計上したものの、た
な卸資産の減少23億40百万円、減価償却費23億78百万円などにより27億4百万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、生産合理化等の設備投資14億8百万円などにより、22億25百万
円の支出となりました。 
（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、借入金の返済による支出53億31百万円などにより、53億43百万
円の支出となりました。 
  

  

平成21年5月11日に公表致しました平成22年3月期（第2四半期連結累計期間及び通期）の業績予想に変
更ありません。 

  

  

【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たな卸資産の評価方法  
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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,330 29,272

受取手形及び売掛金 19,806 16,282

商品及び製品 9,687 10,606

仕掛品 4,417 5,364

原材料及び貯蔵品 6,056 6,407

繰延税金資産 164 224

その他 4,158 6,649

貸倒引当金 △180 △75

流動資産合計 69,440 74,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,725 33,592

減価償却累計額 △18,831 △18,550

建物及び構築物（純額） 15,894 15,041

機械装置及び運搬具 109,504 109,324

減価償却累計額 △84,115 △82,898

機械装置及び運搬具（純額） 25,388 26,425

工具、器具及び備品 10,627 10,491

減価償却累計額 △8,652 △8,491

工具、器具及び備品（純額） 1,974 2,000

リース資産 296 231

減価償却累計額 △38 △23

リース資産（純額） 258 207

土地 7,111 7,114

建設仮勘定 3,952 5,065

有形固定資産合計 54,580 55,855

無形固定資産 1,224 1,316

投資その他の資産   

投資有価証券 9,878 9,264

繰延税金資産 19 14

その他 2,950 3,007

貸倒引当金 △187 △195

投資その他の資産合計 12,659 12,090

固定資産合計 68,463 69,261

資産合計 137,904 143,994
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,665 3,072

短期借入金 27,796 31,839

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

リース債務 69 50

未払法人税等 1,821 1,858

賞与引当金 566 1,058

その他 9,390 9,349

流動負債合計 45,309 48,227

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 28,957 30,188

リース債務 214 179

繰延税金負債 790 444

退職給付引当金 5,892 5,711

役員退職慰労引当金 － 299

環境安全対策引当金 517 528

その他 445 156

固定負債合計 37,817 38,508

負債合計 83,126 86,735

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 13,262 16,329

自己株式 △2,560 △2,559

株主資本合計 60,272 63,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 888 450

為替換算調整勘定 △6,835 △6,958

評価・換算差額等合計 △5,946 △6,508

少数株主持分 451 425

純資産合計 54,777 57,258

負債純資産合計 137,904 143,994
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 33,037 21,625

売上原価 26,922 20,254

売上総利益 6,115 1,371

販売費及び一般管理費 5,471 4,231

営業利益又は営業損失（△） 644 △2,860

営業外収益   

受取利息 53 10

受取配当金 58 26

為替差益 1,830 100

持分法による投資利益 53 134

その他 19 25

営業外収益合計 2,015 296

営業外費用   

支払利息 158 260

その他 32 73

営業外費用合計 191 333

経常利益又は経常損失（△） 2,467 △2,897

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 1

その他 0 23

特別利益合計 1 25

特別損失   

たな卸資産評価損 91 －

固定資産処分損 21 16

その他 0 3

特別損失合計 114 19

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（△）

2,355 △2,892

法人税、住民税及び事業税 512 59

法人税等調整額 318 74

法人税等合計 831 134

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20 40

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,543 △3,067
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△）

2,355 △2,892

減価償却費 2,752 2,378

退職給付引当金の増減額（△は減少） △247 181

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 99

環境安全対策引当金の増減額(△は減少) － △11

受取利息及び受取配当金 △111 △36

支払利息 158 260

為替差損益（△は益） △253 26

持分法による投資損益（△は益） △53 △134

たな卸資産評価損 91 －

有形固定資産処分損益（△は益） 21 15

売上債権の増減額（△は増加） 3 △3,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,715 2,340

仕入債務の増減額（△は減少） △2,741 1,454

その他 4,883 2,775

小計 4,122 3,104

利息及び配当金の受取額 112 39

利息の支払額 △250 △322

法人税等の支払額 △480 △117

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,504 2,704

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 △4,171 △1,408

有形固定資産の売却による収入 213 7

貸付けによる支出 △6 △35

貸付金の回収による収入 34 10

その他 △239 △799

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,168 △2,225

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） 1,641 △604

長期借入金の返済による支出 △25 △4,727

リース債務の返済による支出 － △10

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △757 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 853 △5,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 693 109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 882 △4,756

現金及び現金同等物の期首残高 17,423 29,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,305 24,511
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該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 
前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間
（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30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、営業損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 

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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) 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 

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6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) 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

10,729 2,513 2,809 16,985 33,037 ― 33,037

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

22,366 756 1 6,575 29,699 (29,699) ―

計 33,095 3,270 2,811 23,560 62,737 (29,699) 33,037

営業利益又は営業損失(△) 1,081 △13 103 836 2,008 (1,363) 644

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

6,466 1,610 1,434 12,114 21,625 ― 21,625

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

16,942 463 4 5,446 22,857 (22,857) ―

計 23,408 2,074 1,439 17,560 44,483 (22,857) 21,625

営業損失(△) △303 △233 △87 △854 △1,479 (1,380) △2,860
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ｃ．海外売上高 
前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6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) 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。 

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6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) 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。 
  

当社は、平成21年6月26日開催の定時株主総会において、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能と

するため、下記のとおり資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを決議し、平成

21年8月1日付で効力が発生しております。 

1 減少する資本準備金の額 

資本準備金33,819,757,721円のうち、13,819,757,721円 

2 資本準備金の額の減少が効力を生じる日 

平成21年8月1日 

北米 欧州 アジア等 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 2,100 2,991 18,900 23,992

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 33,037

Ⅲ 連結売上高に占める
6.4 9.0 57.2 72.6

   海外売上高の割合(％)

北米 欧州 アジア等 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 1,244 1,526 13,540 16,311

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 21,625

Ⅲ 連結売上高に占める
5.8 7.0 62.6 75.4

   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

(7) 重要な後発事象
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