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問合せ先責任者 (役職名) 取締役上席執行役員経営企画部長 (氏名) 安藤 正直 (TEL)045(470)7252

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23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 12月期第３四半期 22,687 2.7 952 955.1 411 ― 282 ― 
22年 12月期第３四半期 22,092 16.2 90 ― △445 ― △353 ― 

 

 
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 12月期第３四半期 6.79 4.99
22年 12月期第３四半期 △8.50 ― 

 
（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 12月期第３四半期 25,946 3,525 13.1 47.24
22年 12月期 25,459 3,407 12.6 42.65

（参考）自己資本    23年12月期第３四半期 3,405百万円       22年12月期 3,214百万円 

 
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 12月期 ― ― ― 0.00 0.00   
23年 12月期 ―    

23年 12月期(予想)  ― ― 0.00 0.00   

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：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。 

 

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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 30,000 0.6 1,070 293.2 510 ― 400 ― 9.61

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  

 



 

 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 
（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 
（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 41,611,458株 22年12月期 41,611,458株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 19,380株 22年12月期 19,225株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 41,592,218株 22年12月期3Ｑ 41,593,811株

 
 
※ 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 
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。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 
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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(平成23年１月１日～平成23年９月30日)のわが国経済は、東日本大震災の影響による

生産活動の大幅な減退や消費の落ち込みから回復基調で推移したものの、欧州の財政問題や米国の景気停滞懸念な

どによる世界経済の減速感や長期化する円高が更に進行するなど、厳しい状況となりました。 

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は、自動車関連やデジタル関連機器などで震災の影響

により電子部品の需要が減少しましたが、サプライチェーンの復旧に伴い回復傾向となりました。 

このような状況の中で当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高226億８千７百万円(前年

同四半期比2.7%増)、連結営業利益９億５千２百万円(前年同四半期比955.1%増)、連結経常利益４億１千１百万円

(前年同四半期は連結経常損失４億４千５百万円)となりましたが、震災の影響による工場操業停止期間中の固定費

や原状回復費用などの災害による損失のほか、会計基準の変更に伴う資産除去債務の過年度費用などの特別損失の

計上により、連結四半期純利益は、２億８千２百万円(前年同四半期は連結四半期純損失３億５千３百万円)となり

ました。 

 

（セグメントの業績） 

コンデンサ事業におきましては、前年同四半期に比べ対米ドルで１割ほどの円高で推移したものの、グローバ

ルな受注獲得に取り組み、特に欧州車載関連の売上が拡大したことや工場の生産性向上などに努めた結果、連結

売上高65億６百万円(前年同四半期比6.6%増)、連結営業利益２億７千万円(前年同四半期は営業損失１億２千１

百万円)となりました。 

プリント回路事業におきましては、震災による製造子会社の稼動停止、自動車関連やアミューズメント関連な

どの受注減少のほか、原材料価格の高騰の影響を受けたものの、高付加価値品の拡販、生産性改善やコスト削減

などに努めた結果、連結売上高161億８千万円(前年同四半期比1.2%増)、連結営業利益６億８千１百万円(前年同

四半期比222.3%増)となりました。 

なお、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が、セグメント区分の変更がないため、前年同四半期における事業

の種類別セグメント情報との比較数値を記載しております。 

 

（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14億５千２百万円増加し、固

定資産が９億６千５百万円減少した結果、259億４千６百万円となりました。 

この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加８億８千６百万円、たな卸資産の増加４億４千６百万円による

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21億２千８百万円増加し、

固定負債が17億６千万円減少した結果、224億２千万円となりました。 

この主な要因は、借入金の増加６億３千４百万円および支払手形及び買掛金の減少２億９千９百万円による

ものであります。 

純資産は、四半期純利益の計上などにより、前連結会計年度末に比べ１億１千８百万円増加し、35億２千５

百万円となりました。この結果、自己資本比率は0.5％増加し、13.1％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６百万円増加し、13億９千４百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、３億６千万円（前年同四半期比54.3％減）となりました。この主な要因は、

税金等調整前四半期純利益２億２千７百万円、減価償却費13億３千８百万円による資金の増加と売上債権の増加

10億３千１百万円、たな卸資産の増加６億７千７百万円による資金の減少によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、９億３千４百万円（前年同四半期は８億８千１百万円の支出）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９億４百万円であります。 

財務活動の結果得られた資金は、６億６百万円（前年同四半期は17億５千１百万円の収入）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。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月期の通期業績予想につきましては、現時点において平成23年２月15日の公表数値に変更はありま

せん。 

 

２． その他の情報 

(１) 重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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。この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響はそれぞれ

軽微であり、税金等調整前四半期純利益は68百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は64百万円であります。 

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）の適用により、当第３四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」の科目を表示しております。 
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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23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,844 1,838

受取手形及び売掛金 6,895 6,008

商品及び製品 2,291 2,257

仕掛品 1,579 1,298

原材料及び貯蔵品 1,846 1,715

その他 409 297

貸倒引当金 △50 △51

流動資産合計 14,816 13,364

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,803 4,112

機械装置及び運搬具（純額） 3,584 4,027

土地 2,460 2,476

建設仮勘定 262 346

その他（純額） 476 520

有形固定資産合計 10,587 11,482

無形固定資産   

のれん 51 63

その他 123 133

無形固定資産合計 175 197

投資その他の資産   

投資有価証券 140 179

その他 2,057 2,069

貸倒引当金 △1,832 △1,834

投資その他の資産合計 366 414

固定資産合計 11,129 12,094

資産合計 25,946 25,459
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,470 5,770

短期借入金 5,248 3,441

1年内返済予定の長期借入金 4,312 3,965

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 63 57

引当金 230 －

その他 1,261 1,222

流動負債合計 16,886 14,757

固定負債   

社債 225 450

長期借入金 3,116 4,635

再評価に係る繰延税金負債 259 259

退職給付引当金 1,656 1,626

その他の引当金 65 56

その他 210 265

固定負債合計 5,533 7,294

負債合計 22,420 22,052

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,508 3,508

資本剰余金 496 496

利益剰余金 △152 △435

自己株式 △4 △4

株主資本合計 3,848 3,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △11

土地再評価差額金 389 389

為替換算調整勘定 △811 △729

評価・換算差額等合計 △443 △351

少数株主持分 120 193

純資産合計 3,525 3,407

負債純資産合計 25,946 25,459
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 22,092 22,687

売上原価 19,650 19,465

売上総利益 2,442 3,221

販売費及び一般管理費 2,352 2,269

営業利益 90 952

営業外収益   

受取利息 3 2

その他 67 30

営業外収益合計 71 32

営業外費用   

支払利息 293 328

為替差損 200 98

その他 113 146

営業外費用合計 607 573

経常利益又は経常損失（△） △445 411

特別利益   

固定資産処分益 13 0

貸倒引当金戻入額 16 5

特別利益合計 29 5

特別損失   

災害による損失 － 55

固定資産処分損 1 1

投資有価証券評価損 57 63

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

特別損失合計 58 188

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（△）

△474 227

法人税、住民税及び事業税 40 40

法人税等調整額 △80 △34

法人税等合計 △39 6

少数株主損益調整前四半期純利益 － 221

少数株主損失（△） △80 △60

四半期純利益又は四半期純損失（△） △353 282

エルナー㈱（6972）平成23年12月期 第３四半期決算短信

6



(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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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（△）

△474 227

減価償却費 1,398 1,338

のれん償却額 10 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20 30

受取利息及び受取配当金 △6 △5

支払利息 293 328

為替差損益（△は益） 70 △3

固定資産除売却損益（△は益） △12 1

投資有価証券評価損益（△は益） 57 63

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

売上債権の増減額（△は増加） △778 △1,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △482 △677

仕入債務の増減額（△は減少） 781 △73

その他 254 415

小計 1,078 690

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △259 △306

法人税等の支払額 △36 △28

営業活動によるキャッシュ・フロー 789 360

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △4 △35

固定資産の取得による支出 △667 △904

固定資産の売却による収入 0 0

長期貸付けによる支出 △7 －

子会社株式の取得による支出 △222 －

その他 19 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △881 △934

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） 1,297 1,989

長期借入れによる収入 2,775 2,200

長期借入金の返済による支出 △3,053 △3,340

社債の発行による収入 738 －

社債の償還による支出 － △225

その他 △6 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,751 606

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,666 6

現金及び現金同等物の期首残高 1,010 1,388

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △35 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,641 1,394
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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22年１月１日 至 平成22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 6,101 15,991 22,092 ― 22,092

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 6,101 15,991 22,092 ― 22,092

営業利益又は営業損失(△) △121 211 90 ― 90

(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 

 

【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22年１月１日 至 平成22年９月30日) 
 

 
日本 

(百万円) 
アジア 

(百万円) 
北米 

(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 

13,892 7,512 688 22,092 ― 22,092

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,591 4,078 ― 9,669 (9,669) ―

計 19,483 11,590 688 31,762 (9,669) 22,092

営業利益又は営業損失(△) 505 △396 18 127 (37) 90

(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、中国 

(2) 北米………米国 

なお、「欧州」につきましては、第１四半期連結会計期間より、ELNA EUROPE LTD.を連結の範囲から除外したこと

に伴い、実績が無くなったため記載しておりません。 

 

【海外売上高】 

 

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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) 6,256 1,592 832 8,681

Ⅱ 連結売上高(百万円)  22,092

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
28.3 7.2 3.8 39.3

(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。 
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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、製品別の事業部門を置き、各事業部門は、取り扱う製品について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、当社は事業部門を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「コンデンサ」及び「プリント回

路」の２つを報告セグメントとしております。 

「コンデンサ」では、主にアルミ電解コンデンサ、電気二重層コンデンサの製造販売を行い、「プリント回路」で

は、主にビルト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23年１月１日 至 平成23年９月30日) 
 

報告セグメント 

 
コンデンサ 

(百万円) 

プリント回路 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

四半期連結損益

計算書計上額 

(百万円)  

(注) 

売上高  

外部顧客への売上高 6,506 16,180 22,687 ― 22,687

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 6,506 16,180 22,687 ― 22,687

セグメント利益 270 681 952 ― 952

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日) 

   該当事項はありません。 

 

(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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