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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 56,900 △13.3 2,088 △48.0 1,231 △55.7 △789 ―

23年3月期第2四半期 65,642 35.9 4,017 ― 2,779 ― 1,658 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △2,219百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,092百万円 （―％）

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2四半期 △5.55 ―

23年3月期第2四半期 11.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 135,205 58,847 43.3
23年3月期 134,693 61,498 45.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  58,544百万円 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月期の期末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 ― 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 122,000 △4.5 4,700 △42.4 4,000 △40.7 1,500 △54.5 10.54



(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2Q 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2Q 119,420 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2Q 142,335,260 株 23年3月期2Q 142,366,088 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２四半期連結累計期間における世界経済は、中国やインドなど一部の新興国では内需に支えられた

景気拡大が続いたものの、欧州での財政危機や米国経済の不振などから、総じて景気回復の動きが鈍化致

しました。日本国内におきましては、東日本大震災の影響で大幅に停滞した生産や輸出に一時的な回復の

動きはありましたが、期後半に入ると海外経済の鈍化や円高の進行等により、本格的な景気回復には至り

ませんでした。 

当社グループを取り巻く市場環境につきましては、東日本大震災の影響による電子部品の供給懸念か

ら、一時的な需要の増加がありましたが、期後半には早くも在庫調整の動きが見られました。また、民生

用電子機器分野における需要の減少もあり、非常に厳しい状況で推移致しました。 

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、東日本大震災の影響により一時生産活動に

制限を受けましたが、海外生産拠点での緊急増産に加え、積極的な在庫販売の実施など、売上の確保に努

めました。また、全社的にコストダウンを徹底すると共に製品価格の維持に取り組み、利益の確保にも努

めました。一方、製品開発の面では、太陽光発電のパワーコンディショナー向けの基板自立形アルミ電解

コンデンサやノートパソコン等をターゲットに製品の高さを抑えた導電性高分子アルミ電解コンデンサを

開発してシリーズの充実を図りました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は569億円（前年同期比13.3％減）、営業利益

は20億88百万円（前年同期比48.0％減）、経常利益は12億31百万円（前年同期比55.7％減）となりました

が、東日本大震災による特別損失の計上などにより、四半期純損失は７億89百万円（前年同期四半期純利

益16億58百万円）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における総資産は1,352億５百万円となり前連結会計年度末に比べて５億11

百万円増加致しました。 

流動資産は、710億75百万円となり７億49百万円減少致しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減

少42億98百万円、たな卸資産の増加などであります。固定資産は641億29百万円となり12億60百万円増加致

しました。主な要因は、有形固定資産の増加14億36百万円であります。 

流動負債は、402億12百万円となり41億71百万円増加致しました。固定負債は361億45百万円となり10億

８百万円減少致しました。主な要因は長期借入金の減少10億６百万円であります。 

純資産は588億47百万円となり前連結会計年度末に比べ26億51百万円減少致しました。なお、自己資本比

率は前連結会計年度末の45.4％から43.3％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年９月26日付で公表致しました「業績予想及び配当

予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 16,047  15,864

  受取手形及び売掛金 27,679  23,381

  商品及び製品 7,500  9,780

  仕掛品 8,819  11,807

  原材料及び貯蔵品 4,644  4,706

  その他 7,210  5,598

  貸倒引当金 △77  △63

  流動資産合計 71,824  71,075

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 34,341  34,519

    減価償却累計額 △19,963  △20,372

    建物及び構築物（純額） 14,378  14,147

   機械装置及び運搬具 105,979  106,546

    減価償却累計額 △84,230  △84,589

    機械装置及び運搬具（純額） 21,748  21,956

   工具、器具及び備品 11,118  11,325

    減価償却累計額 △9,220  △9,433

    工具、器具及び備品（純額） 1,897  1,891

   土地 7,079  7,043

   リース資産 468  537

    減価償却累計額 △187  △243

    リース資産（純額） 280  294

   建設仮勘定 2,365  3,853

   有形固定資産合計 47,750  49,186

  無形固定資産 1,929  1,915

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,696  10,685

   その他 2,532  2,382

   貸倒引当金 △39  △41

   投資その他の資産合計 13,189  13,027

  固定資産合計 62,868  64,129

 資産合計 134,693  135,205
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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２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 6,698  7,945

  短期借入金 11,823  14,566

  未払法人税等 680  729

  賞与引当金 1,775  1,875

  災害損失引当金 498  141

  その他 14,564  14,955

  流動負債合計 36,041  40,212

 固定負債  

  長期借入金 28,827  27,821

  退職給付引当金 6,513  6,876

  環境安全対策引当金 361  320

  その他 1,450  1,127

  固定負債合計 37,153  36,145

 負債合計 73,194  76,358

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  14,116

  自己株式 △32  △37

  株主資本合計 69,381  68,159

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 549  151

  為替換算調整勘定 △8,749  △9,766

  その他の包括利益累計額合計 △8,200  △9,615

 少数株主持分 317  302

 純資産合計 61,498  58,847

負債純資産合計 134,693  135,205
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 65,642  56,900

売上原価 52,360  45,945

売上総利益 13,282  10,955

販売費及び一般管理費 9,264  8,867

営業利益 4,017  2,088

営業外収益  

 受取利息 24  23

 受取配当金 34  39

 持分法による投資利益 380  212

 その他 36  74

 営業外収益合計 476  349

営業外費用  

 支払利息 371  359

 為替差損 1,267  827

 その他 75  19

 営業外費用合計 1,714  1,205

経常利益 2,779  1,231

特別利益  

 固定資産売却益 11  2

 その他 2  0

 特別利益合計 13  2

特別損失  

 固定資産処分損 72  29

 貸倒引当金繰入額 4  －

 災害による損失 －  1,063

 その他 1  270

 特別損失合計 78  1,363

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（△） 

2,714  △129

法人税、住民税及び事業税 1,024  674

法人税等調整額 42  △8

法人税等合計 1,067  666

少数株主損益調整前四半期純利益又は 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） 

1,646  △795

少数株主損失（△） △12  △5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,658  △789
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(四半期連結包括利益計算書) 

(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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） 

1,646  △795

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △468  △396

 為替換算調整勘定 △2,284  △1,030

 持分法適用会社に対する持分相当額 12  2

 その他の包括利益合計 △2,739  △1,424

四半期包括利益 △1,092  △2,219

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,057  △2,204

 少数株主に係る四半期包括利益 △34  △15
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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） 

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 60,288 5,353 65,642

 セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 60,288 5,353 65,642

セグメント利益又は損失（△） 4,122 △105 4,017

(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２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 54,212 2,687 56,900

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 54,212 2,687 56,900

セグメント利益又は損失（△） 2,111 △23 2,088

(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。 

 

(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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