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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 19,017 ― △148 ― △599 ― △630 ―

20年12月期第3四半期 30,384 5.8 1,594 4.6 947 △5.7 627 △27.9

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12月期第3四半期 △15.16 ―

20年12月期第3四半期 15.09 11.09

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12月期第3四半期 25,546 3,884 12.5 41.89
20年12月期 27,633 4,811 14.5 61.62

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,182百万円 20年12月期  4,003百万円

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  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。 
なお、当社が発行する種類株式の配当の状況につきましても、前連結会計年度、当連結会計年度（予想）とも無配であります。 

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

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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 26,600 △31.3 630 △61.3 150 ― 100 ― 2.40
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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４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．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて、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
によって異なる結果となる可能性があります。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 41,611,458株 20年12月期  41,611,458株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  15,878株 20年12月期  15,349株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 41,595,784株 20年12月期第3四半期 41,597,110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３四半期連結累計期間(平成21年１月１日～平成21年９月30日)のわが国経済は、第３四半期に入り在庫調整

の一巡や各国の経済刺激策により景気の持ち直しが見られるものの、設備投資の抑制や雇用・所得環境が厳しさを

増す中での個人消費の低迷、円高基調の定着など、厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの主要市場である電子機器分野におきましても、第２四半期に入ってから受注は回復傾向となって

おりますが、まだ前年を下回る水準であり、製品需要の減少、価格競争の激化など、厳しい状況が続きました。 

このような状況の中で当社グループは、コンデンサ事業の構造改革に取り組むとともに、プリント回路事業にお

ける生産性の改善やコスト削減等に努め、第２四半期連結会計期間(平成21年４月１日～平成21年６月30日)から営

業利益は黒字に転じ、第３四半期連結会計期間(平成21年７月１日～平成21年９月30日)は更に利益が拡大したもの

の、第１四半期連結会計期間(平成21年１月１日～平成21年３月31日)における大幅な売上高の減少による損失を打

ち消すまでには至らず、当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高190億１千７百万円、連結営業損失１億

４千８百万円、連結経常損失５億９千９百万円となり、特別損失に特別退職金のほか、たな卸資産評価損を計上し

たことから連結四半期純損失６億３千万円となりました。 

 

（事業の種類別セグメントの業績） 

コンデンサ事業におきましては、付加価値品への集中、不採算事業からの撤退、工場の生産性向上と生産品目

の最適な生産配分等によるコスト削減に努めたものの売上高の減少が大きく、連結売上高44億１千４百万円、連

結営業損失６億８千万円となりました。 

プリント回路事業におきましては、生産性の改善やコスト削減等に努めると共に、ビルドアップ基板等の高付

加価値品の拡販に取り組み、連結売上高146億２百万円、連結営業利益５億３千１百万円となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

[資産] 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が７億１千９百万円減少し、固

定資産が13億６千７百万円減少した結果、255億４千６百万円となりました。 

この主な要因は、たな卸資産の減少９億６千７百万円および有形固定資産の減少13億５千５百万円によるも

のであります。 

[負債及び純資産] 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が18億２百万円減少し、固定

負債が６億４千２百万円増加した結果、216億６千１百万円となりました。 

この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少８億１百万円および借入金の増加４億７千万円によるものであ

ります。 

純資産は、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ９億２千７百万円減少し、38億８千４

百万円となりました。この結果、自己資本比率は2.0％減少し、12.5％となっております。 

[キャッシュ・フロー] 

当第３四半期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、前連結会計年度末に

比べ２億２千４百万円増加し、11億１千万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、６億６千６百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純

損失８億６千９百万円、減価償却費14億９百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は、９億６千万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出

９億１千２百万円であります。 

財務活動の結果得られた資金は、４億６千万円となりました。この主な要因は、借入による収入であります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年12月期の業績予想につきましては、現時点では平成21年８月10日に公表の通期の業績予想に変更はあり

ません。 
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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．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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 

一部の連結子会社における法人税等の納付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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益及び経常損益がそれぞ

れ０百万円増加し、税金等調整前四半期純損益が90百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

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。 

この結果、期首における利益剰余金が246百万円減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の損

益に与える影響は軽微であります。 

④ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月

18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用

し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、有形固定資産の耐用年数を見直し、第

１四半期連結会計期間より、主に機械装置の耐用年数を変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益、経常損益及び税金等

調整前四半期純損益は、18百万円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 
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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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,560 1,353

受取手形及び売掛金 5,512 5,376

商品及び製品 2,267 3,077

仕掛品 1,405 1,056

原材料及び貯蔵品 1,443 1,949

その他 337 432

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 12,518 13,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,484 4,361

機械装置及び運搬具（純額） 4,728 5,005

土地 2,469 2,775

建設仮勘定 330 1,148

その他（純額） 494 571

有形固定資産合計 12,507 13,862

無形固定資産 52 98

投資その他の資産   

投資有価証券 167 164

その他 2,291 1,277

貸倒引当金 △1,991 △1,009

投資その他の資産合計 467 433

固定資産合計 13,027 14,395

資産合計 25,546 27,633
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(単位：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,234 6,036

短期借入金 2,460 3,076

1年内返済予定の長期借入金 3,806 3,825

未払法人税等 17 46

引当金 99 －

その他 996 1,433

流動負債合計 12,616 14,418

固定負債   

長期借入金 6,647 5,542

再評価に係る繰延税金負債 259 259

退職給付引当金 1,717 1,853

その他の引当金 57 64

その他 363 681

固定負債合計 9,045 8,402

負債合計 21,661 22,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,508 3,508

資本剰余金 496 1,824

利益剰余金 △397 △848

自己株式 △3 △3

株主資本合計 3,603 4,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △3

土地再評価差額金 389 389

為替換算調整勘定 △803 △863

評価・換算差額等合計 △421 △477

少数株主持分 702 808

純資産合計 3,884 4,811

負債純資産合計 25,546 27,633
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,017

売上原価 16,810

売上総利益 2,206

販売費及び一般管理費 2,355

営業損失（△） △148

営業外収益  

受取利息 20

その他 92

営業外収益合計 112

営業外費用  

支払利息 290

為替差損 47

その他 225

営業外費用合計 563

経常損失（△） △599

特別利益  

固定資産処分益 2

特別利益合計 2

特別損失  

特別退職金 178

たな卸資産評価損 90

固定資産処分損 2

特別損失合計 272

税金等調整前四半期純損失（△） △869

法人税、住民税及び事業税 21

法人税等調整額 △179

法人税等合計 △158

少数株主損失（△） △80

四半期純損失（△） △630
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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21年１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損失（△） △869

減価償却費 1,409

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 290

為替差損益（△は益） △12

固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △183

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,003

仕入債務の増減額（△は減少） △804

その他 247

小計 959

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △268

法人税等の支払額 △47

営業活動によるキャッシュ・フロー 666

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 18

投資有価証券の取得による支出 △4

固定資産の取得による支出 △912

固定資産の売却による収入 4

長期貸付けによる支出 △5

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △960

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） △610

長期借入れによる収入 4,300

長期借入金の返済による支出 △3,226

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 460

現金及び現金同等物に係る換算差額 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224

現金及び現金同等物の期首残高 885

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,110
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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。 

 

 

（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 

【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21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 

 
コンデンサ 

(百万円) 

プリント回路 

(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 4,414 14,602 19,017 ― 19,017

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 4,414 14,602 19,017 ― 19,017

営業利益又は営業損失(△) △680 531 △148 ― △148

(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分に基づいております。 

２ 各事業の主要な製品 

コンデンサ………アルミ電解コンデンサ、電気二重層コンデンサ 

プリント回路……ビルドアッププリント配線板、多層プリント配線板、両面プリント配線板 

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）②に記載のとおり、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)を適用しております。この結果、従来の方

法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益が、「コンデンサ事業」で７百万円増加し、「プリン

ト回路事業」で７百万円減少しております。 

４ 追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半

期連結会計期間より、主に機械装置の耐用年数を変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、当

第３四半期連結累計期間の営業損益が、「コンデンサ事業」で９百万円、「プリント回路事業」で９百万円それぞれ減

少しております。 
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【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21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 

 
日本 

(百万円) 
アジア 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
欧州 

(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 

13,592 4,704 474 246 19,017 ― 19,017

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,309 2,516 ― 11 5,837 (5,837) ―

計 16,901 7,220 474 258 24,854 (5,837) 19,017

営業利益又は営業損失(△) 114 △296 △18 △4 △205 56 △148

(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) アジア……シンガポール、マレーシア、タイ、香港、中国 

(2) 北米………米国 

(3) 欧州………英国 

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

【定性的情報・財務諸表等】４．（3）②に記載のとおり、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)を適用しております。この結果、従来の方

法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益が、「日本」で０百万円増加しております。 

４ 追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半

期連結会計期間より、主に機械装置の耐用年数を変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比べて、当

第３四半期連結累計期間の営業損益が、「日本」で18百万円減少しております。 

 

 

 
【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 

 アジア ヨーロッパ 北米他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,218 1,063 543 5,824

Ⅱ 連結売上高(百万円)  19,017

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
22.2 5.6 2.8 30.6

(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) アジア…………シンガポール、マレーシア、タイ、香港、中国 

(2) ヨーロッパ……英国、ドイツ、イタリア、スウェーデン 

(3) 北米他…………米国 

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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 

前第３四半期連結累計期間  

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 科  目 

金  額（百万円） 

Ⅰ 売上高 30,384

Ⅱ  売上原価 25,409

売上総利益 4,975

Ⅲ  販売費及び一般管理費 3,380

営業利益 1,594

Ⅳ 営業外収益 117

１ 受取利息 25

２ その他 91

Ⅴ 営業外費用 763

１ 支払利息 311

２ 持分法による投資損失 112

３ 為替差損 190

４ その他 148

経常利益 947

Ⅵ 特別利益 1

固定資産処分益 1

Ⅶ 特別損失 8

 固定資産処分損 8

税金等調整前四半期純利益 940

法人税、住民税及び事業税 211

法人税等調整額 70

少数株主利益 30

四半期純利益 627
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