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1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

 (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 ％

23年3月期第2四半期 3,656 7.2 159 ― 164 ― 100 ―

22年3月期第2四半期 3,409 △20.7 △170 ― △187 ― △213 ―

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

23年3月期第2四半期 3 88 ―

22年3月期第2四半期 △8 26 ―

 (2) 連結財政状態

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月期第2四半期 10,080 7,507 74.4 291 28

22年3月期 10,074 7,567 75.1 293 59

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 7,507百万円 22年3月期 7,567百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― ― ― 1 50 1 50

23年3月期 ― ―

23年3月期(予想) ― 1 50 1 50

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％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
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 7,500 8.4 200 ― 210 ― 120 ― 4 65



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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２Ｑ 26,220,000株 22年3月期 26,220,000株

② 期末自己株式数 23年3月期２Ｑ 446,831株 22年3月期 445,151株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期２Ｑ 25,773,625株 22年3月期２Ｑ 25,778,951株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間のエレクトロニクス業界の状況は、中国を中心とする新興国市場での需要の拡大によ

り引き続き好調に推移し、国内においても薄型テレビ、カーエレクトロニクス、パソコンの需要が増加しました。

電子部品業界も、電子機器の生産台数の増加や高機能化による部品点数の増加に伴い、前年同期に比べて需要が大

幅に伸長しました。 

このような環境のもとで、当社グループは、売上高に対応したコスト体系の維持及び収率改善等のコストダウン

を推進するとともに、営業戦略目標に基づきカーエレクトロニクス向けを始めとする産業用電子機器向けの販売及

び海外市場への拡販活動を積極的に推進しました。また、顧客毎にきめ細かい対応を実施し品質・価格・納期・環

境対応等の製品に対する満足度の向上実現に一層努力しました。 

以上の諸施策の結果、当社グループの売上高は36億５千６百万円（前年同期比7.2％増）となり、当社グループの

損益につきましては、セットメーカーの値下げ要求圧力に伴う販売価格の下落や米ドルに対する円高の急速な進行

があったものの、収益性に優れた製品群の販売の増加により、営業利益１億５千９百万円（前年同期は営業損失１

億７千万円）、経常利益１億６千４百万円（前年同期は経常損失１億８千７百万円）を計上することができまし

た。なお、株価の下落に伴う投資有価証券評価損の発生により、四半期純利益は１億円（前年同期は四半期純損失

２億１千３百万円）となりました。 
  

売上高は、カーエレクトロニクス市場や携帯電話、デジタルビデオカメラなどの小型携帯電子機器市場向け

の需要増加により、28億８千９百万円となり、セグメント利益は、２億３千７百万円となりました。 

売上高は、携帯電話、デジタルビデオカメラなどの小型携帯電子機器市場向け、テレビなどのホームエレク

トロニクス市場向けの販売が増加した結果、５億６千９百万円となり、セグメント利益は、１億５千２百万円

となりました。 

主として、フィルムコンデンサ事業の売上高が、車載向けに販売が増加した結果、１億９千７百万円とな

り、セグメント利益は、１千９百万円となりました。 

  

当第２四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６百万円（0.0％）増加し、100億８千万円と

なりました。流動資産は、同３億５千９百万円（6.1％）増加し、61億９千３百万円となりました。これは主とし

て、製品が１億６百万円減少したものの、現金及び預金が２億５千５百万円増加したこと等によるものです。固定

資産は、同３億５千３百万円（△8.3％）減少し、38億８千７百万円となりました。これは主として、投資有価証券

の時価の下落等により、投資その他の資産が２億９千３百万円減少したこと等によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６千６百万円（2.6％）増加し、25億７千３百万

円となりました。流動負債は、同５千２百万円（2.8％）増加し、19億１千５百万円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が４千５百万円増加したこと等によるものです。固定負債は、同１千３百万円（2.1％）増

加し、６億５千７百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ６千万円（△0.7％）減少し、75億７百万円と

なりました。これは主として、利益剰余金が６千１百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が１億２千

１百万円減少したこと等によるものです。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

セグメント別の業績は次のとおりです。

タンタルコンデンサ事業

回路保護部品事業

その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表した業績予想から次の通り修正してい

ます。詳細は、平成22年10月27日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

 
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

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

前回発表予想 (A) 7,600 150 155 145 5.62

今回修正予想 (B) 7,500 200 210 120 4.65

増 減 額 (B-A) △100 50 55 △25 ―

増 減 率   (%) △1.3 33.3 35.4 △17.2 ―

（ご参考）前期実績
（平成22年３月期）

6,916 △92 △95 △226 △8.78
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

「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）及び「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）を第１四半期連結会計期間から適

用しています。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が272千円

減少し、税金等調整前四半期純利益が4,622千円減少しています。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「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）に基づく「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）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しています。 

     （追加情報） 

当社は、退職年金制度については、すべて適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成22年４月１日よ

り確定給付企業年金制度80％と退職一時金20％から構成される制度に移行しています。これによる損益への影

響は軽微です。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,024,610 1,768,999

受取手形及び売掛金 2,490,804 2,423,643

有価証券 93,804 76,127

製品 667,990 774,433

仕掛品 503,701 452,499

原材料及び貯蔵品 384,379 318,190

その他 34,462 26,479

貸倒引当金 △6,479 △6,414

流動資産合計 6,193,273 5,833,959

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 15,465,148 15,430,878

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,099,496 △14,026,109

機械装置及び運搬具（純額） 1,365,651 1,404,768

その他 6,689,023 6,695,475

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,184,744 △5,171,366

その他（純額） 1,504,279 1,524,109

有形固定資産合計 2,869,930 2,928,878

無形固定資産 30,204 30,323

投資その他の資産   

投資有価証券 967,542 1,160,948

その他 19,890 120,424

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 987,432 1,281,371

固定資産合計 3,887,567 4,240,573

資産合計 10,080,841 10,074,532
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 934,859 889,111

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 12,792 18,004

設備関係支払手形 23,052 14,031

その他 344,848 342,026

流動負債合計 1,915,553 1,863,173

固定負債   

繰延税金負債 132,779 132,779

退職給付引当金 470,576 457,038

資産除去債務 6,635 －

その他 47,898 54,072

固定負債合計 657,889 643,890

負債合計 2,573,442 2,507,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,219,588 2,219,588

資本剰余金 3,341,270 3,341,270

利益剰余金 2,166,588 2,105,179

自己株式 △80,049 △79,897

株主資本合計 7,647,397 7,586,140

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △139,823 △18,464

繰延ヘッジ損益 △176 △208

評価・換算差額等合計 △139,999 △18,672

純資産合計 7,507,398 7,567,468

負債純資産合計 10,080,841 10,074,532
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,409,136 3,656,727

売上原価 2,869,202 2,796,531

売上総利益 539,933 860,196

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 329,417 271,125

退職給付費用 29,940 22,203

貸倒引当金繰入額 234 64

その他 350,569 406,911

販売費及び一般管理費合計 710,161 700,305

営業利益又は営業損失（△） △170,227 159,890

営業外収益   

受取利息 2,620 948

受取配当金 11,245 11,672

株式割当益 － 12,740

その他 4,793 2,504

営業外収益合計 18,659 27,865

営業外費用   

支払利息 3,893 4,399

たな卸資産廃棄損 13,960 5,152

為替差損 16,463 11,135

その他 1,430 2,206

営業外費用合計 35,748 22,894

経常利益又は経常損失（△） △187,316 164,862

特別利益   

投資有価証券売却益 2,827 1,724

特別利益合計 2,827 1,724

特別損失   

固定資産除却損 3,304 2,248

投資有価証券評価損 19,136 54,403

関係会社整理損失引当金繰入額 434 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,350

特別損失合計 22,875 61,001

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（△）

△207,365 105,584

法人税、住民税及び事業税 5,772 5,492

法人税等調整額 － －

法人税等合計 5,772 5,492

少数株主損益調整前四半期純利益 － 100,091

四半期純利益又は四半期純損失（△） △213,137 100,091
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22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（△）

△207,365 105,584

減価償却費 136,753 114,793

有形固定資産除却損 3,215 2,248

長期前払費用除却損 89 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △15,018 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,386 13,537

未払賞与の増減額（△は減少） △57 2,758

貸倒引当金の増減額（△は減少） 652 64

受取利息及び受取配当金 △13,866 △12,620

株式割当益 － △12,740

支払利息 3,893 4,399

為替差損益（△は益） 2,830 474

投資有価証券売却損益（△は益） △2,827 △1,724

投資有価証券評価損益（△は益） 19,136 54,403

売上債権の増減額（△は増加） △629,020 △67,160

たな卸資産の増減額（△は増加） 279,164 △10,948

仕入債務の増減額（△は減少） 195,844 45,748

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,634 △19,984

長期未払金の増減額（△は減少） － △8,476

その他 △10,709 12,755

小計 △196,264 227,464

利息及び配当金の受取額 13,505 12,774

利息の支払額 △4,002 △4,390

法人税等の支払額 △9,299 △9,900

法人税等の還付額 5,019 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △191,041 225,947

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 － △500,000

定期預金の払戻による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △28,468 △45,556

長期預金の払戻による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △84 △85

投資有価証券の売却による収入 11,130 14,464

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 600 370

その他 958 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,864 △30,850

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） 100,000 －

リース債務の返済による支出 － △267

自己株式の取得による支出 △379 △196

自己株式の処分による収入 － 23

配当金の支払額 △38,098 △38,562

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,522 △39,003
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,550 △8,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,934 148,090

現金及び現金同等物の期首残高 890,414 780,127

現金及び現金同等物の四半期末残高 737,480 928,217
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該当事項はありません。 

  

前第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、電子部品の製造ならびに販売を主たる事業として行っており、当事業の全セグメント

の売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合が100％であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しています。 

  

前第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) 

  

 
(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

  

前第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) 

  

 
  (注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     (1) 北米・・・・米国 

     (2) アジア・・・韓国、香港、中国 

     (3) 欧州・・・・スペイン、ドイツ 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,371,034 38,101 3,409,136 ─ 3,409,136

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

22,068 930 22,999 (22,999) ─

計 3,393,103 39,031 3,432,135 (22,999) 3,409,136

営業損失(△) △164,650 △5,942 △170,593 365 △170,227

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 60,940 1,009,470 60,660 1,131,071

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 3,409,136

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

1.7 29.6 1.7 33.1
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社グループでは、製品種類別に取締役会が経営資源の配分の決定及び評価を行っているため、各製品種類を１つ

のセグメントとしたうえで、量的基準に照らし合わせ報告セグメントを決定しています。 

したがって、当社は、製品別に、「タンタルコンデンサ事業」、「回路保護部品事業」の２つを報告セグメントと

しています。 

従来、当社は、事業の種類別セグメント情報については、電子部品の製造販売事業の単一セグメントとし開示を行

っていませんでしたが、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」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」が第１四半期連結会計期間より適用となるため、「マネジメント・アプローチ」のセグメント開示

に変更しています。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルムコンデンサ事業及びアル

ミコンデンサ事業等を含んでいます。 

   2 セグメント利益の調整額△250,372千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。 

     全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

   3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
(注)３

タンタル 
コンデンサ事業

回路保護部品 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,889,570 569,875 3,459,445 197,281 3,656,727 ― 3,656,727

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,889,570 569,875 3,459,445 197,281 3,656,727 ― 3,656,727

セグメント利益 237,970 152,296 390,267 19,996 410,263 △250,372 159,890

(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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当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 
(注) １  金額は、販売価格によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

タンタルコンデンサ事業 2,804,011 ―

回路保護部品事業 615,584 ―

その他 201,007 ―

合計 3,620,602 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

タンタルコンデンサ事業 3,015,116 ― 567,615 ―

回路保護部品事業 592,747 ― 113,040 ―

その他 204,556 ― 43,743 ―

合計 3,812,419 ― 724,399 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

タンタルコンデンサ事業 2,889,570 ―

回路保護部品事業 569,875 ―

その他 197,281 ―

合計 3,656,727 ―
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