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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 48,287 △28.4 △3,432 ― △4,263 ― △4,559 ―

21年3月期第2四半期 67,462 ― 1,050 ― 2,797 ― 1,849 ―

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2四半期 △38.94 ―

21年3月期第2四半期 14.65 ―

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2四半期 133,049 52,621 39.2 445.33
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2四半期  52,144百万円 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

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

21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 99,000 △13.6 △4,200 ― △5,300 ― △5,800 ― △49.53
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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2四半期 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2四半期  10,067,027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2四半期 117,096,407株 21年3月期第2四半期 126,278,065株
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【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 
当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国など一部で持ち直しの動きも見られましたが、

世界的な金融危機の影響から、総じて景気は厳しい状況で推移致しました。日本国内におきましても、
輸出・生産に持ち直しの動きが見られたものの、企業収益は大幅に減少し、それに伴い雇用情勢は悪
化し、設備投資の抑制も続くなど、景気は低調に推移致しました。  
 当社グループを取り巻く市場環境につきましては、各国の景気刺激策の効果もあり、最悪期は脱し
たものと見られるものの、依然として電子部品の需要は前年比マイナスで推移し、価格も下落傾向で
推移するなど厳しい状況が続きました。  
 このような環境のもと、当社グループにおきましては、これまで実施してきた人件費の削減、諸経
費の圧縮、設備投資抑制等への取り組みを強化して、市場規模に即した事業体制の構築を進めてまい
りました。また、今春以降、中国市場を中心に急速に立ち上がった超短納期の需要「ラッシュオー
ダー」を積極的に受注することで、足元における売上げ確保に努めましたほか、円高基調で推移する
為替への対応と致しましては、海外工場での生産比率を一層高めるとともに、原材料購入通貨の外貨
建て拡大に取り組みました。一方、中長期的な観点からは、海外製造拠点への設備導入に対する為替
変動リスクの軽減とコストダウンを目的として、台湾に現地法人「佳美工機械股份有限公司」を設立
致しました。 また、生産、販売、技術部門で構成する「生販技一体プロジェクト」の活動を活性化し、
市場開拓、製品開発、拡販支援体制の強化を図っております。 

しかしながら、前期後半からの需要の落ち込みは大きく、一部に受注の回復傾向は見られましたも
のの、民生用を中心とした低価格帯の市場であったことに加え、為替が円高に振れたこと等により、
当第２四半期連結累計期間の連結売上高は482億87百万円（前年同期比28.4％減）、営業損失は34億32
百万円（前年同期営業利益10億50百万円）、経常損失は42億63百万円（前年同期経常利益27億97百万
円）、四半期純損失は45億59百万円（前年同期四半期純利益18億49百万円）となりました。  

 
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,330億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて109億

45百万円減少致しました。  
 流動資産は662億43百万円となり、84億88百万円減少致しました。主な要因は、現金及び預金の減少
110億42百万円であります。固定資産は668億5百万円となり24億56百万円減少致しました。主な要因は
有形固定資産の減少30億47百万円であります。  
 流動負債は429億55百万円となり52億71百万円減少致しました。主な要因は短期借入金の減少91億73
百万円であります。固定負債は374億71百万円となり10億36百万円減少致しました。主な要因は長期借
入金の減少13億96百万円であります。  
 当第２四半期連結会計期間末の純資産は526億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億37百万
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39.2％となりました。  

 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は174億11百万円となり、前連結会計年度

末に比べ118億56百万円減少致しました。 
（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、売上債権の増加75億84百万円、仕入債務の増加31億36百万
円、減価償却費の計上43億73百万円などにより19億13百万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、主に有形固定資産の取得による支出23億59百万円などによ
り、30億81百万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101億48百万円などにより、101億
86百万円の支出となりました。 

 
 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
今後の世界経済の見通しにつきましては、持ち直しの動きがあるものの、為替の動向や景気の下振

れ懸念など不透明な要因もあることから、当社を取り巻く環境につきましても、先行きは予断を許さ
ない状況にあります。この状況を勘案し、通期の業績予想につきましては、連結売上高990億円、営業
損失42億円、経常損失53億円、当期純損失58億円を見込んでおります。なお、下半期の為替レートは
１米ドル＝90円を前提としております。  
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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) 

該当事項はありません。 
 

 
(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 

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。 

 
(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 

該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,229 29,272

受取手形及び売掛金 23,298 16,282

商品及び製品 8,080 10,606

仕掛品 5,030 5,364

原材料及び貯蔵品 6,474 6,407

繰延税金資産 139 224

その他 5,171 6,649

貸倒引当金 △181 △75

流動資産合計 66,243 74,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,651 33,592

減価償却累計額 △19,029 △18,550

建物及び構築物（純額） 15,622 15,041

機械装置及び運搬具 109,516 109,324

減価償却累計額 △84,160 △82,898

機械装置及び運搬具（純額） 25,356 26,425

工具、器具及び備品 10,637 10,491

減価償却累計額 △8,760 △8,491

工具、器具及び備品（純額） 1,876 2,000

リース資産 333 231

減価償却累計額 △56 △23

リース資産（純額） 276 207

土地 7,089 7,114

建設仮勘定 2,585 5,065

有形固定資産合計 52,807 55,855

無形固定資産 1,141 1,316

投資その他の資産   

投資有価証券 10,003 9,264

繰延税金資産 26 14

その他 3,013 3,007

貸倒引当金 △187 △195

投資その他の資産合計 12,855 12,090

固定資産合計 66,805 69,261

資産合計 133,049 143,994
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,763 3,072

短期借入金 22,665 31,839

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

リース債務 77 50

未払法人税等 878 1,858

賞与引当金 1,096 1,058

その他 11,474 9,349

流動負債合計 42,955 48,227

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 28,791 30,188

リース債務 222 179

繰延税金負債 590 444

退職給付引当金 5,947 5,711

役員退職慰労引当金 － 299

環境安全対策引当金 478 528

その他 440 156

固定負債合計 37,471 38,508

負債合計 80,427 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 11,770 16,329

自己株式 △2,562 △2,559

株主資本合計 58,779 63,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 637 450

為替換算調整勘定 △7,271 △6,958

評価・換算差額等合計 △6,634 △6,508

少数株主持分 477 425

純資産合計 52,621 57,258

負債純資産合計 133,049 143,994
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 67,462 48,287

売上原価 55,629 43,242

売上総利益 11,833 5,045

販売費及び一般管理費 10,783 8,477

営業利益又は営業損失（△） 1,050 △3,432

営業外収益   

受取利息 115 22

受取配当金 58 26

為替差益 1,691 －

持分法による投資利益 190 260

その他 62 47

営業外収益合計 2,117 358

営業外費用   

支払利息 333 457

為替差損 － 654

その他 36 78

営業外費用合計 370 1,189

経常利益又は経常損失（△） 2,797 △4,263

特別利益   

投資有価証券売却益 23 －

貸倒引当金戻入額 1 0

その他 3 24

特別利益合計 28 25

特別損失   

たな卸資産評価損 91 －

固定資産処分損 41 34

投資有価証券評価損 65 22

その他 13 2

特別損失合計 212 60

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（△）

2,613 △4,298

法人税、住民税及び事業税 542 135

法人税等調整額 241 60

法人税等合計 784 196

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20 64

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,849 △4,559
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 34,424 26,662

売上原価 28,707 22,988

売上総利益 5,717 3,673

販売費及び一般管理費 5,311 4,246

営業利益又は営業損失（△） 406 △572

営業外収益   

受取利息 61 12

持分法による投資利益 137 126

その他 42 23

営業外収益合計 241 162

営業外費用   

支払利息 174 196

為替差損 139 754

その他 3 4

営業外費用合計 317 956

経常利益又は経常損失（△） 329 △1,366

特別利益   

投資有価証券売却益 23 －

その他 2 0

特別利益合計 26 0

特別損失   

固定資産処分損 19 18

投資有価証券評価損 65 18

その他 12 3

特別損失合計 98 40

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（△）

258 △1,406

法人税、住民税及び事業税 29 76

法人税等調整額 △77 △13

法人税等合計 △47 62

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） 306 △1,492
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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（△）

2,613 △4,298

減価償却費 5,687 4,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） △202 241

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 107

環境安全対策引当金の増減額(△は減少) － △50

受取利息及び受取配当金 △173 △49

支払利息 333 457

為替差損益（△は益） 14 370

持分法による投資損益（△は益） △190 △260

たな卸資産評価損 91 －

有形固定資産処分損益（△は益） 41 34

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） 65 22

売上債権の増減額（△は増加） △744 △7,584

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,587 2,557

仕入債務の増減額（△は減少） △1,895 3,136

その他 2,365 4,380

小計 4,398 3,437

利息及び配当金の受取額 173 50

利息の支払額 △337 △454

法人税等の支払額 △399 △1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,835 1,913

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 △813

定期預金の払戻による収入 142 －

有形固定資産の取得による支出 △7,069 △2,359

有形固定資産の売却による収入 232 272

投資有価証券の売却による収入 51 －

貸付けによる支出 △9 △45

貸付金の回収による収入 90 10

その他 △255 △145

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,948 △3,081
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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） 408 △5,279

長期借入金の返済による支出 △196 △4,869

リース債務の返済による支出 － △34

自己株式の取得による支出 △13 △3

配当金の支払額 △757 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △559 △10,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 194 △502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,478 △11,856

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 13,944 17,411
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
(5) セグメント情報 

ａ．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 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日)及び当第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２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

 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 21,323 5,163 5,604 35,371 67,462 ― 67,462 

(2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
46,202 1,643 4 14,455 62,306 (62,306) ― 

計 67,525 6,807 5,608 49,827 129,769 (62,306) 67,462 

営業利益又は営業損失(△) 2,402 △44 199 1,572 4,131 (3,080) 1,050 

(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） 

 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 13,545 3,476 3,116 28,149 48,287 ― 48,287 

(2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
35,806 1,050 7 11,952 48,816 (48,816) ― 

計 49,351 4,527 3,123 40,101 97,104 (48,816) 48,287 

営業利益又は営業損失(△) 893 △375 △103 △1,223 △808 (2,623) △3,432 

 (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 
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ｃ．海外売上高 
前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

 北米 欧州 アジア等 計 
Ⅰ海外売上高(百万円) 4,444 6,004 38,374 48,823 

Ⅱ連結売上高(百万円)    67,462 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
6.6 8.9 56.9 72.4 

   (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） 

 北米 欧州 アジア等 計 
Ⅰ海外売上高(百万円) 2,710 3,345 30,905 36,961 

Ⅱ連結売上高(百万円)    48,287 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
5.6 6.9 64.0 76.5 

(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。 

  
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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