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

23年3月期第3四半期 96,641 25.8 6,302 ― 4,645 ― 3,179 ―

22年3月期第3四半期 76,818 △20.9 △3,489 ― △3,910 ― △4,462 ―

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3四半期 22.34 ―

22年3月期第3四半期 △38.11 ―

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3四半期 134,102 61,104 45.3 426.80
22年3月期 137,897 60,797 43.8 423.85

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  60,752百万円 22年3月期  60,343百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 3.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 127,000 19.9 8,000 ― 6,000 ― 3,700 ― 25.99



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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おりません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情
報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「2. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3Q 142,448,334株 22年3月期  142,448,334株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  103,174株 22年3月期  77,750株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 142,362,448株 22年3月期3Q  117,094,380株



日本ケミコン株式会社 (6997) 平成23年3月期 第3四半期決算短信 

― 1 ― 

 
○添付資料の目次 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報.............................................. 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報.................................................. 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報.................................................. 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報.................................................. 2 

２．その他の情報........................................................................ 3 

(1) 重要な子会社の異動の概要........................................................ 3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要.......................................... 3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要.................................... 3 

３．四半期連結財務諸表.................................................................. 4 

(1) 四半期連結貸借対照表............................................................ 4 

(2) 四半期連結損益計算書............................................................ 6 

  (第３四半期連結累計期間)......................................................... 6 

  (第３四半期連結会計期間)......................................................... 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書.............................................. 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記...................................................... 9 

(5) セグメント情報.................................................................. 9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................10 

 



日本ケミコン株式会社 (6997) 平成23年3月期 第3四半期決算短信 

― 2 ― 

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 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州での財政危機の影響等により一部の地域では停滞

も見られましたが、中国やインド等の新興国市場における需要拡大に支えられ、景気は緩やかな回復傾向

で推移しました。 

しかしながら、円高の進行に加え、雇用情勢や所得環境には依然として厳しさが残っており、不透明感

の強い状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループでは、太陽光発電等の新エネルギー分野や中国等の新興国市場を

中心に積極的に販売活動を展開してまいりました。また、生産活動においては、生産性向上を目的とした

ＰＩ（Productivity Innovation）プロジェクトを通じて、設備稼働率の更なる向上を進めるなど収益性の

改善にも努めてまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は966億41百万円（前年同期比25.8％増）とな

り、営業利益は63億２百万円（前年同期営業損失34億89百万円）、経常利益は46億45百万円（前年同期経

常損失39億10百万円）、四半期純利益は31億79百万円（前年同期四半期純損失44億62百万円）となりまし

た。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,341億２百万円となり前連結会計年度末に比べて37億

95百万円減少致しました。 

流動資産は、708億11百万円となり18億36百万円減少致しました。主な要因は、現金及び預金の減少54億

33百万円、受取手形及び売掛金の増加13億54百万円、たな卸資産の増加13億75百万円であります。固定資

産は、632億91百万円となり19億58百万円減少致しました。主な要因は、有形固定資産の減少12億84百万円

であります。 

流動負債は、358億27百万円となり36億94百万円減少致しました。主な要因は、短期借入金の減少61億２

百万円、未払金の増加16億12百万円であります。固定負債は、371億70百万円となり４億８百万円減少致し

ました。 

純資産は、611億４百万円となり前連結会計年度末に比べ３億７百万円増加致しました。なお、自己資本

比率は前連結会計年度末の43.8％から45.3％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

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は前連結会計年度末に比べ54億30百万円減少

し、147億85百万円となりました。 

（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利益45億51百万円、減価償却費66億48

百万円などにより64億45百万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、有形固定資産の取得による支出67億64百万円などにより72億7

3百万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41億60百万円などにより37億49百万

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 

通期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間までの実績と今後の受注動向等を踏ま

え、平成22年11月１日に公表しました業績予想を修正致しました。なお、当該予想数値の修正に関する事

項は、本日(平成23年２月７日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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

法により算出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出方法 

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方法 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」 (企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分) 及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 (実務対応報告第24号 平成20年

３月10日) を適用しております。 

これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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) を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 15,590  21,023

  受取手形及び売掛金 27,255  25,901

  商品及び製品 8,007  7,450

  仕掛品 9,291  4,869

  原材料及び貯蔵品 3,608  7,212

  未収入金 5,919  5,566

  繰延税金資産 130  98

  その他 1,083  592

  貸倒引当金 △76  △67

  流動資産合計 70,811  72,648

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 34,143  34,715

    減価償却累計額 △20,127  △19,609

    建物及び構築物（純額） 14,016  15,106

   機械装置及び運搬具 105,681  106,844

    減価償却累計額 △83,964  △83,483

    機械装置及び運搬具（純額） 21,717  23,361

   工具、器具及び備品 10,954  10,562

    減価償却累計額 △9,076  △8,859

    工具、器具及び備品（純額） 1,877  1,703

   土地 7,070  7,109

   リース資産 420  368

    減価償却累計額 △162  △95

    リース資産（純額） 258  273

   建設仮勘定 3,025  1,695

   有形固定資産合計 47,965  49,249

  無形固定資産 1,889  1,805

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,863  10,979

   繰延税金資産 18  62

   その他 2,595  3,337

   貸倒引当金 △39  △185

   投資その他の資産合計 13,436  14,194

  固定資産合計 63,291  65,249

 資産合計 134,102  137,897
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  (単位：百万円)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 7,295  7,545

  短期借入金 10,842  16,945

  1年内償還予定の社債 1,000  －

  リース債務 195  86

  未払金 11,711  10,099

  未払法人税等 913  940

  賞与引当金 1,097  1,114

  その他 2,770  2,788

  流動負債合計 35,827  39,521

 固定負債  

  社債 －  1,000

  長期借入金 28,839  28,601

  リース債務 521  210

  繰延税金負債 565  656

  退職給付引当金 6,456  6,230

  環境安全対策引当金 361  438

  その他 424  440

  固定負債合計 37,170  37,578

 負債合計 72,997  77,100

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 17,884  17,884

  資本剰余金 36,196  36,196

  利益剰余金 15,214  12,034

  自己株式 △29  △19

  株主資本合計 69,266  66,095

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 683  887

  為替換算調整勘定 △9,197  △6,639

  評価・換算差額等合計 △8,513  △5,752

 少数株主持分 352  453

 純資産合計 61,104  60,797

負債純資産合計 134,102  137,897
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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)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 76,818  96,641

売上原価 67,501  76,311

売上総利益 9,316  20,330

販売費及び一般管理費 12,806  14,027

営業利益又は営業損失（△） △3,489  6,302

営業外収益  

 受取利息 31  37

 受取配当金 52  67

 持分法による投資利益 338  503

 その他 73  53

 営業外収益合計 496  661

営業外費用  

 支払利息 668  553

 為替差損 170  1,685

 その他 78  79

 営業外費用合計 917  2,318

経常利益又は経常損失（△） △3,910  4,645

特別利益 28  23

特別損失  

 固定資産処分損 47  108

 投資有価証券評価損 29  1

 その他 18  8

 特別損失合計 95  118

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（△） 

△3,978  4,551

法人税、住民税及び事業税 392  1,319

法人税等調整額 △0  46

法人税等合計 392  1,365

少数株主損益調整前四半期純利益 －  3,185

少数株主利益 92  6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,462  3,179
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（第３四半期連結会計期間） 

  (単位：百万円)

 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 28,530  30,999

売上原価 24,259  23,951

売上総利益 4,271  7,048

販売費及び一般管理費 4,328  4,763

営業利益又は営業損失（△） △57  2,284

営業外収益  

 受取利息 8  12

 受取配当金 26  33

 為替差益 484  －

 持分法による投資利益 77  122

 その他 25  17

 営業外収益合計 622  185

営業外費用  

 支払利息 211  181

 為替差損 －  418

 その他 0  4

 営業外費用合計 211  604

経常利益 353  1,866

特別利益 3  10

特別損失  

 固定資産処分損 13  36

 投資有価証券評価損 6  1

 その他 16  1

 特別損失合計 36  39

税金等調整前四半期純利益 320  1,837

法人税、住民税及び事業税 256  294

法人税等調整額 △60  3

法人税等合計 195  298

少数株主損益調整前四半期純利益 －  1,539

少数株主利益 27  18

四半期純利益 96  1,520
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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３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日

 至 平成22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利益又は税金等調整前四半期純
損失（△） 

△3,978  4,551

 減価償却費 6,613  6,648

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 309  249

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 89  △131

 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △50  △77

 受取利息及び受取配当金 △84  △104

 支払利息 668  553

 為替差損益（△は益） 350  △56

 持分法による投資損益（△は益） △338  △503

 固定資産処分損益（△は益） 47  96

 投資有価証券売却損益（△は益） －  △9

 投資有価証券評価損益（△は益） 29  1

 売上債権の増減額（△は増加） △9,009  △4,245

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,065  △2,703

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,282  2,939

 未払金の増減額（△は減少） －  1,716

 その他 3,610  △975

 小計 5,607  7,948

 利息及び配当金の受取額 182  175

 利息の支払額 △532  △469

 法人税等の支払額 △1,343  △1,209

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,913  6,445

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 △813  △800

 定期預金の払戻による収入 13  802

 有形固定資産の取得による支出 △2,708  △6,764

 有形固定資産の売却による収入 272  39

 無形固定資産の取得による支出 －  △345

 投資有価証券の取得による支出 －  △554

 投資有価証券の売却による収入 －  3

 貸付けによる支出 △61  △21

 貸付金の回収による収入 24  42

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 －  16

 その他 △288  307

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,562  △7,273

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） △4,424  △11,496

 長期借入れによる収入 －  7,598

 長期借入金の返済による支出 △4,921  △262

 セール・アンド・リースバックによる収入 －  499

 リース債務の返済による支出 △54  △79

 自己株式の取得による支出 △4  △9

 財務活動によるキャッシュ・フロー △9,405  △3,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △502  △853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,556  △5,430

現金及び現金同等物の期首残高 29,267  20,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,710  14,785
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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 

（事業の種類別セグメント情報） 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

 

（所在地別セグメント情報） 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 22,794 5,100 5,084 43,838 76,818 － 76,818

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

53,426 1,749 8 17,799 72,983 (72,983) －

計 76,220 6,850 5,093 61,638 149,802 (72,983) 76,818

営業利益又は営業損失(△) 1,164 △527 △56 △193 387 (3,877) △3,489

(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 

 

（海外売上高） 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 

 北米 欧州 アジア等 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,366 5,530 47,684 57,581

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 76,818

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

5.7 7.2 62.1 75.0

(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。 
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（セグメント情報） 

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あります。 

当社は、コンデンサの製造販売を主体とした機能別の事業本部を本社に置き、国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は「コンデンサ」を報告セグメントとしております。 

「コンデンサ」では、主に材料から一貫したアルミ電解コンデンサの製造販売を行っております。 

 

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３四半期連結累計期間 (自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
コンデンサ 

その他 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高  

  外部顧客への売上高 89,987 6,654 96,641

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 89,987 6,654 96,641

セグメント利益又は損失（△） 6,443 △140 6,302

(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、ＣＭＯＳカメラモジュール、

アモルファスチョークコイルなどを含んでおります。 

   ２  セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

 

(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。 

 

 

(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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