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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 29,751 △9.4 2,469 12.6 2,345 59.8 705 △25.5

23年3月期第1四半期 32,826 51.8 2,192 ― 1,467 ― 947 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 818百万円 （999.3％） 23年3月期第1四半期 74百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.96 ―

23年3月期第1四半期 6.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 137,693 61,888 44.7
23年3月期 134,693 61,498 45.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  61,588百万円 23年3月期  61,181百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

平成24年３月期の配当につきましては、先行きの業績見通し等を踏まえて判断することとしているため未定であります。今後、予想が可能となった時点で速やか
に開示致します。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 62,000 △5.5 2,700 △32.8 2,300 △17.3 0 △100.0 0.00
通期 130,000 1.7 7,200 △11.7 6,700 △0.7 3,500 6.1 24.59



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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する事項については、添付資料2ページ「1.当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 142,448,334 株 23年3月期 142,448,334 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 111,071 株 23年3月期 108,435 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 142,339,145 株 23年3月期1Q 142,369,003 株
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１．当四半期決算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１四半期連結累計期間における世界経済は、新興国が牽引してきた景気回復基調に鈍化が見られ、

欧州では依然として払拭できない財政危機問題から景気後退が懸念されております。日本国内では、東日

本大震災の影響によるサプライチェーンの寸断により、幅広い産業において生産や輸出が大きく減少し、

また個人消費も低調なまま推移致しました。 

今後は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による電力供給不足から、経済活動が大きく制約される

おそれに加え、急激に進行する円高もあり、日本における本格的な景気回復には時間がかかるものと思わ

れます。 

このような状況のもと、当社グループでは、東日本大震災で被災した事業所の復旧に全力で取り組むと

共に、海外生産拠点における緊急増産にも着手し、国内での生産減少に対しグループ全体で供給確保に努

めてまいりました。（尚、５月19日をもちまして、当社グループの全事業所は震災前の生産体制に復旧し

ております。） 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は297億51百万円（前年同期比9.4％減）、営

業利益は24億69百万円（前年同期比12.6％増）、経常利益は23億45百万円（前年同期比59.8％増）、四半

期純利益は７億５百万円（前年同期比25.5％減）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,376億93百万円となり前連結会計年度末に比べて30億円

増加致しました。 

流動資産は、743億89百万円となり25億65百万円増加致しました。主な要因は、現金及び預金の増加26億

89百万円、たな卸資産の増加31億62百万円、受取手形及び売掛金の減少15億56百万円であります。固定資

産は633億３百万円となり４億34百万円増加致しました。 

流動負債は、354億46百万円となり５億94百万円減少致しました。固定負債は403億57百万円となり32億

４百万円増加致しました。主な要因は長期借入金の増加29億98百万円であります。 

純資産は618億88百万円となり前連結会計年度末に比べ３億90百万円増加致しました。なお、自己資本比

率は前連結会計年度末の45.4％から44.7％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日に公表致しました平成24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

変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 16,047  18,736

  受取手形及び売掛金 27,679  26,122

  商品及び製品 7,500  8,900

  仕掛品 8,819  10,592

  原材料及び貯蔵品 4,644  4,634

  その他 7,210  5,473

  貸倒引当金 △77  △69

  流動資産合計 71,824  74,389

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 34,341  34,289

    減価償却累計額 △19,963  △20,198

    建物及び構築物（純額） 14,378  14,091

   機械装置及び運搬具 105,979  105,661

    減価償却累計額 △84,230  △84,339

    機械装置及び運搬具（純額） 21,748  21,322

   工具、器具及び備品 11,118  11,146

    減価償却累計額 △9,220  △9,328

    工具、器具及び備品（純額） 1,897  1,818

   土地 7,079  7,070

   リース資産 468  474

    減価償却累計額 △187  △213

    リース資産（純額） 280  260

   建設仮勘定 2,365  3,262

   有形固定資産合計 47,750  47,825

  無形固定資産 1,929  1,939

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,696  11,046

   その他 2,532  2,532

   貸倒引当金 △39  △40

   投資その他の資産合計 13,189  13,538

  固定資産合計 62,868  63,303

 資産合計 134,693  137,693
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 6,698  9,528

  短期借入金 11,823  10,608

  未払法人税等 680  679

  賞与引当金 1,775  1,033

  災害損失引当金 498  303

  その他 14,564  13,293

  流動負債合計 36,041  35,446

 固定負債  

  長期借入金 28,827  31,826

  退職給付引当金 6,513  6,852

  環境安全対策引当金 361  357

  その他 1,450  1,320

  固定負債合計 37,153  40,357

 負債合計 73,194  75,804

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 15,332  15,611

  自己株式 △32  △33

  株主資本合計 69,381  69,659

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 549  438

  為替換算調整勘定 △8,749  △8,508

  その他の包括利益累計額合計 △8,200  △8,070

 少数株主持分 317  300

 純資産合計 61,498  61,888

負債純資産合計 134,693  137,693
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

(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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 32,826  29,751

売上原価 26,079  22,962

売上総利益 6,746  6,789

販売費及び一般管理費 4,553  4,319

営業利益 2,192  2,469

営業外収益  

 受取利息 12  12

 受取配当金 34  39

 持分法による投資利益 114  147

 その他 27  60

 営業外収益合計 188  261

営業外費用  

 支払利息 180  179

 為替差損 666  199

 その他 66  7

 営業外費用合計 913  385

経常利益 1,467  2,345

特別利益  

 固定資産売却益 3  0

 その他 0  0

 特別利益合計 4  0

特別損失  

 固定資産処分損 18  14

 災害による損失 －  1,011

 その他 1  270

 特別損失合計 19  1,296

税金等調整前四半期純利益 1,453  1,049

法人税、住民税及び事業税 482  385

法人税等調整額 45  △28

法人税等合計 528  357

少数株主損益調整前四半期純利益 925  692

少数株主損失（△） △22  △13

四半期純利益 947  705

 



日本ケミコン㈱ (6997) 平成24年3月期 第1四半期決算短信 

― 6 ― 

(四半期連結包括利益計算書) 

(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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 925  692

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △445  △110

 為替換算調整勘定 △424  212

 持分法適用会社に対する持分相当額 18  24

 その他の包括利益合計 △850  126

四半期包括利益 74  818

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 90  835

 少数株主に係る四半期包括利益 △16  △17
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

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 

（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 30,085 2,741 32,826

 セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 30,085 2,741 32,826

セグメント利益又は損失（△） 2,255 △63 2,192

(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。 

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

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 

（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 28,436 1,315 29,751

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 28,436 1,315 29,751

セグメント利益 2,391 78 2,469

(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。 

 

 

 

(5) 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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