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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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 ％

24年12月期第1四半期 7,566 6.9 245 57.4 91 458.5 67 ―
23年12月期第1四半期 7,080 3.8 155 ― 16 ― △151 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 122百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △105百万円 （―％）

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12月期第1四半期 1.62 1.19
23年12月期第1四半期 △3.64 ―

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

24年12月期第1四半期 25,958 3,862 14.6 56.21
23年12月期 25,371 3,739 14.3 52.58
（参考） 自己資本 24年12月期第1四半期 3,778百万円 23年12月期 3,627百万円

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
（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。

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） ― ― 0.00 0.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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) 14,300 △1.4 540 13.7 230 52.8 200 ― 4.80
通期 30,600 1.0 1,430 13.4 840 41.2 740 63.9 17.79



(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監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
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。

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12月期1Q 41,611,458 株 23年12月期 41,611,458 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 19,380 株 23年12月期 19,380 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 41,592,078 株 23年12月期1Q 41,592,233 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(平成24年１月１日～平成24年３月31日)のわが国経済は、欧州債務問題に関する懸念

がやや後退したことや昨年の震災やタイの洪水の影響から回復基調で推移いたしましたが、原油価格の上昇や円高

の長期化のほか今後の電力供給問題など、不透明な状況は続いております。 

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、自動車関連の需要が堅調に推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、連結売上高75億６千６百万円(前年

同四半期比6.9％増)、連結営業利益２億４千５百万円（前年同四半期比57.4％増）、連結経常利益９千１百万円

（前年同四半期比458.5％増）、連結四半期純利益６千７百万円（前年同四半期は連結四半期純損失１億５千１百

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、グローバルな受注獲得の取組みにより欧州車載関連の売上が引き続き拡大し

ていることや工場の生産性向上などに努めた結果、連結売上高20億９千４百万円（前年同四半期比6.0％増）、

連結営業利益１億２百万円（前年同四半期比74.2％増）となりました。 

プリント回路事業におきましても、自動車関連の売上が拡大したことや生産性向上や原価低減などに努めた結

果、連結売上高54億７千２百万円（前年同四半期比7.2％増）、連結営業利益１億４千２百万円（前年同四半期

比47.3％増）となりました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

[資産] 

当第１四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３億７千万円増加し、固定資

産が２億１千６百万円増加した結果、259億５千８百万円となりました。 

この主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加４億８千９百万円および有形固定資産の増加１億９千４百

万円によるものであります。 

[負債及び純資産] 

当第１四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４億６千４百万円増加し、220億９千６

百万円となりました。 

この主な増加要因は、社債の増加６億７千４百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、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１億２

千２百万円増加し、38億６千２百万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末の14.3%から14.6%に増

加しております。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24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24年２月14日の公表数値に変更はありま

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。 

 

(４) 追加情報 

  （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,869 1,958

受取手形及び売掛金 6,793 7,282

商品及び製品 2,373 2,294

仕掛品 1,359 1,393

原材料及び貯蔵品 1,662 1,667

その他 448 285

貸倒引当金 △51 △56

流動資産合計 14,454 14,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,759 3,782

機械装置及び運搬具（純額） 3,475 3,576

土地 2,419 2,434

建設仮勘定 269 329

その他（純額） 461 457

有形固定資産合計 10,386 10,580

無形固定資産

のれん 47 43

その他 122 133

無形固定資産合計 170 177

投資その他の資産

投資有価証券 134 146

その他 2,026 2,029

貸倒引当金 △1,801 △1,801

投資その他の資産合計 359 375

固定資産合計 10,916 11,132

資産合計 25,371 25,958
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,431 5,171

短期借入金 5,580 6,336

1年内返済予定の長期借入金 4,259 4,113

1年内償還予定の社債 300 629

未払法人税等 71 90

引当金 － 172

その他 1,251 1,329

流動負債合計 16,894 17,843

固定負債

社債 150 494

長期借入金 2,447 1,724

再評価に係る繰延税金負債 213 213

退職給付引当金 1,685 1,662

その他 241 156

固定負債合計 4,737 4,252

負債合計 21,631 22,096

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 40 108

自己株式 △4 △4

株主資本合計 4,041 4,108

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △25 △14

土地再評価差額金 395 395

為替換算調整勘定 △784 △711

その他の包括利益累計額合計 △413 △330

少数株主持分 112 83

純資産合計 3,739 3,862

負債純資産合計 25,371 25,958
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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23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 7,080 7,566

売上原価 6,154 6,584

売上総利益 925 981

販売費及び一般管理費 770 736

営業利益 155 245

営業外収益

受取利息 0 0

為替差益 1 2

その他 9 6

営業外収益合計 12 9

営業外費用

支払利息 95 110

その他 56 52

営業外費用合計 151 162

経常利益 16 91

特別利益

固定資産処分益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

災害による損失 55 －

固定資産処分損 0 0

投資有価証券評価損 51 －

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 175 0

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（△）

△158 93

法人税、住民税及び事業税 13 61

法人税等調整額 △10 1

法人税等合計 2 62

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（△）

△161 30

少数株主損失（△） △9 △36

四半期純利益又は四半期純損失（△） △151 67
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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23年１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31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（△）

△161 30

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 10

為替換算調整勘定 59 81

その他の包括利益合計 55 91

四半期包括利益 △105 122

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △103 150

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △28
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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 

Ⅰ. 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

１．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 
 

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 1,976 5,103 7,080 ― 7,080

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 1,976 5,103 7,080 ― 7,080

セグメント利益 58 97 155 ― 155

(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。 

 

２．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 

   該当事項はありません。 

 

Ⅱ. 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日) 

１．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 
 

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 2,094 5,472 7,566 ― 7,566

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 2,094 5,472 7,566 ― 7,566

セグメント利益 102 142 245 ― 245

(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。 

 

２．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 

   該当事項はありません。 

 

（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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