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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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12月期第2四半期 15,163 4.5 493 4.0 128 △14.3 218 ―
23年12月期第2四半期 14,505 2.0 474 ― 150 ― △13 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 182百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △30百万円 （―％）

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2四半期 5.24 3.85
23年12月期第2四半期 △0.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 26,643 3,923 14.5
23年12月期 25,371 3,739 14.3
（参考） 自己資本 24年12月期第2四半期 3,875百万円 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、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 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四半期レビュー手続の対象外でありますが、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す。

※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。

※  注記事項

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2Q 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2Q 20,070 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2Q 41,591,937 株 23年12月期2Q 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２四半期連結累計期間(平成24年１月１日～平成24年６月30日)のわが国経済は、緩やかな回復基調で推移し

たものの、欧州債務問題に起因する金融不安の再燃や円高の長期化など、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２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高151億６千３百万円(前年

同四半期比4.5％増)、連結営業利益４億９千３百万円（前年同四半期比4.0％増）、連結経常利益１億２千８百万

円（前年同四半期比14.3％減）、連結四半期純利益２億１千８百万円（前年同四半期は連結四半期純損失１千３百

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、前年同期より円高で推移したものの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45億６千４百万円（前年同四半期比7.6％増）、連

結営業利益３億７百万円（前年同四半期比91.5％増）となりました。 

プリント回路事業におきましては、自動車関連の売上が拡大いたしましたが、製品価格の低下や海外工場の生

産性向上が予定よりも遅れたこと等により、連結売上高105億９千８百万円（前年同四半期比3.3％増）、連結営

業利益１億８千５百万円（前年同四半期比40.8％減）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２四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15億３千２百万円増加し、固

定資産が２億６千万円減少した結果、266億４千３百万円となりました。 

この主な要因は、現金及び預金の増加13億６千万円、受取手形及び売掛金の増加２億５千３百万円および有

形固定資産の減少２億８千４百万円によるものであります。 

[負債及び純資産] 

当第２四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15億６百万円減少し、固定

負債が25億９千５百万円増加した結果、227億２千万円となりました。 

この主な要因は、借入金の減少６億６千５百万円、社債の増加16億１千７百万円によるものであります。 

当第２四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１億８

千３百万円増加し、39億２千３百万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末の14.3%から14.5%に増

加しております。 

[キャッシュ・フロー] 

当第２四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13億６千万円増加し、27億７千９百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、11億７百万円（前年同四半期は２千６百万円の収入）となりました。この

主な要因は、減価償却費が８億９千８百万円あり、たな卸資産が１億６千３百万円減少したことによるものであ

ります。 

投資活動の結果使用した資金は、６億２千４百万円（前年同四半期は７億４百万円の支出）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６億２千２百万円であります。 

財務活動の結果得られた資金は、８億６千万円（前年同四半期は13億９千８百万円の収入）となりました。

この主な要因は、社債の発行による収入であります。 
 

（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。 
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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） 

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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,869 3,229

受取手形及び売掛金 6,793 7,046

商品及び製品 2,373 2,354

仕掛品 1,359 1,318

原材料及び貯蔵品 1,662 1,600

その他 448 492

貸倒引当金 △51 △54

流動資産合計 14,454 15,987

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,759 3,638

機械装置及び運搬具（純額） 3,475 3,512

土地 2,419 2,422

建設仮勘定 269 86

その他（純額） 461 443

有形固定資産合計 10,386 10,102

無形固定資産

のれん 47 40

その他 122 128

無形固定資産合計 170 168

投資その他の資産

投資有価証券 134 140

その他 2,026 2,045

貸倒引当金 △1,801 △1,801

投資その他の資産合計 359 385

固定資産合計 10,916 10,655

資産合計 25,371 26,643
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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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,431 5,450

短期借入金 5,580 3,156

1年内返済予定の長期借入金 4,259 4,373

1年内償還予定の社債 300 849

未払法人税等 71 121

その他 1,251 1,435

流動負債合計 16,894 15,388

固定負債

社債 150 1,217

長期借入金 2,447 4,091

再評価に係る繰延税金負債 213 213

退職給付引当金 1,685 1,671

その他 241 139

固定負債合計 4,737 7,332

負債合計 21,631 22,720

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 40 258

自己株式 △4 △4

株主資本合計 4,041 4,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △25 △19

土地再評価差額金 395 395

為替換算調整勘定 △784 △759

その他の包括利益累計額合計 △413 △383

新株予約権 － 1

少数株主持分 112 45

純資産合計 3,739 3,923

負債純資産合計 25,371 26,643
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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23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 14,505 15,163

売上原価 12,540 13,184

売上総利益 1,964 1,979

販売費及び一般管理費 1,489 1,485

営業利益 474 493

営業外収益

受取利息 1 1

その他 19 22

営業外収益合計 20 23

営業外費用

支払利息 209 223

為替差損 36 18

その他 99 145

営業外費用合計 345 388

経常利益 150 128

特別利益

固定資産処分益 － 2

特別利益合計 － 2

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 57 2

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 181 2

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（△）

△30 128

法人税、住民税及び事業税 31 94

法人税等調整額 △8 △112

法人税等合計 23 △18

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（△）

△54 147

少数株主損失（△） △40 △70

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13 218
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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23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６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（△）

△54 147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 5

為替換算調整勘定 26 28

その他の包括利益合計 24 34

四半期包括利益 △30 182

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8 248

少数株主に係る四半期包括利益 △38 △66
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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２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６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（△）

△30 128

減価償却費 893 898

のれん償却額 7 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 △14

受取利息及び受取配当金 △4 △3

支払利息 209 223

為替差損益（△は益） 25 61

固定資産除売却損益（△は益） 0 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 57 2

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） △228 △198

たな卸資産の増減額（△は増加） △539 163

仕入債務の増減額（△は減少） △405 △18

その他 198 117

小計 272 1,369

利息及び配当金の受取額 4 3

利息の支払額 △223 △226

法人税等の支払額 △26 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー 26 1,107

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 △33 △2

固定資産の取得による支出 △672 △622

固定資産の売却による収入 － 3

その他 1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △704 △624

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） 2,031 △2,475

長期借入れによる収入 2,000 4,477

長期借入金の返済による支出 △2,471 △2,725

社債の発行による収入 － 1,829

社債の償還による支出 △150 △232

その他 △11 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,398 860

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 723 1,360

現金及び現金同等物の期首残高 1,388 1,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,111 2,779
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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）セグメント情報等 

Ⅰ. 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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 4,242 10,262 14,505 ― 14,505

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 4,242 10,262 14,505 ― 14,505

セグメント利益 160 314 474 ― 474

(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２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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 4,564 10,598 15,163 ― 15,163

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 4,564 10,598 15,163 ― 15,163

セグメント利益 307 185 493 ― 493

(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。 

 

（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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