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１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 1,779 24.8 15 ― 17 ― △78 ―

24年３月期第１四半期 1,425 △19.9 △119 ― △107 ― △110 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △101百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △165百万円(―％)

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

25年３月期第１四半期 △3 04 ―

24年３月期第１四半期 △4 30 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 10,238 7,129 69.6

24年３月期 10,176 7,269 71.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 7,129百万円 24年３月期 7,269百万円

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

24年３月期 ― ― ― 1 50 1 50

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 1 50 1 50

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 3,500 11.2 40 ― 40 ― 25 ― 0 97

通期 7,100 7.7 120 ― 120 ― 90 ― 3 50



  

 

 

 
  

・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います。

  

・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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

   (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

    新規    ＿社 (社名)                、除外    ＿社 (社名)

（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
 

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

（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) 25年３月期１Ｑ 26,220,000株 24年３月期 26,220,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 484,715株 24年３月期 484,167株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 25,735,483株 24年３月期１Ｑ 25,742,349株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高については、カーエレクトロニクス分野及び小型携帯電子機

器分野の需要が増加して、前年同四半期の売上高を上回り、震災前の水準を回復しました。その結果、総売上高

は、前年同四半期比24.8％増加し、17億７千９百万円となりました。 

収益面については、円高基調及びタンタル材料価格の高止まりが続いたものの、売上高の増加により、営業利益

１千５百万円（前年同四半期比１億３千５百万円増加）、経常利益１千７百万円（前年同四半期比１億２千５百万

円増加）となりました。また、四半期純損益につきましては、特別損失として投資有価証券評価損８千７百万円の

計上等があり、四半期純損失７千８百万円（前年同四半期比３千２百万円改善）となりました。 
  

セグメント別の業績は次のとおりです。 
  

売上高は、カーエレクトロニクス分野、小型携帯電子機器分野及び情報通信インフラ分野の販売が増加した結

果、前年同四半期比30.2％増加し、14億７千２百万円となり、セグメント利益は１億１千６百万円（前年同期比

１億２千３百万円増加)となりました。 

売上高は、カーエレクトロニクス分野及び小型携帯電子機器分野の販売が増加した結果、前年同四半期比

15.1％増加し、２億３千５百万円となり、セグメント利益は４千１百万円（前年同四半期比134.3％増加）となり

ました。 

主として、フィルムコンデンサ事業の売上高が、主に産業機器向けの販売が減少した結果、前年同四半期比

20.7％減少し、７千万円となり、セグメント損失は１千７百万円（前年同期比９百万円悪化）となりました。 

  

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６千１百万円（0.6％）増加し、102億３千８

百万円となりました。流動資産は、同１億４百万円（1.7％）増加し、64億３千万円となりました。これは主として

製品が１億２千万円増加したこと等によるものです。固定資産は、同４千３百万円（△1.1％）減少し、38億７百万

円となりました。これは主として有形固定資産が６千６百万円増加したものの、投資有価証券の時価の下落により

投資その他の資産が１億１千万円減少したこと等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億１百万円（6.9％）増加し、31億８百万円となりました。流動負債は、同２

億７百万円（9.6％）増加し、23億６千４百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が８千万円増加

したこと等によるものです。固定負債は、同６百万円（△0.9％）減少し、７億４千４百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億３千９百万円（△1.9％）減少し、71億２千９百万円となりました。これ

は主として、四半期純損失の計上及び利益剰余金の配当を行ったこと等により利益剰余金が１億１千６百万円減少

したこと等によるものです。 

  

平成24年５月15日に公表した平成25年３月期（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の連結業績予想の修正は

行いません。なお、当期純利益につきましても、第１四半期において投資有価証券評価損が発生したため実績値は

当期純損失となっていますが、第２四半期末及び期末の株価水準を予測することは困難であり、第２四半期及び通

期の当期純利益の金額を具体的に予想することは困難であるため、平成24年５月15日に公表した業績予想の修正は

行いません。 

今後、業績予想数値の修正の必要が生じた場合は、速やかに公表します。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

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

①タンタルコンデンサ事業

②回路保護素子事業

③その他

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,919,514 1,871,769

受取手形及び売掛金 2,514,299 2,579,432

有価証券 92,295 89,949

製品 791,778 912,244

仕掛品 561,382 543,225

原材料及び貯蔵品 411,764 394,078

その他 37,484 42,873

貸倒引当金 △2,528 △2,584

流動資産合計 6,325,991 6,430,988

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具 15,658,973 15,697,970

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,320,474 △14,354,781

機械装置及び運搬具（純額） 1,338,498 1,343,188

その他 6,761,218 6,832,848

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,219,991 △5,229,988

その他（純額） 1,541,226 1,602,860

有形固定資産合計 2,879,725 2,946,049

無形固定資産 29,454 29,419

投資その他の資産

投資有価証券 920,645 810,648

その他 23,173 23,162

貸倒引当金 △2,264 △2,264

投資その他の資産合計 941,554 831,546

固定資産合計 3,850,734 3,807,015

資産合計 10,176,725 10,238,004
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(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 1,002,581 1,082,637

短期借入金 700,000 700,000

未払法人税等 16,168 12,015

設備関係支払手形 67,923 98,672

その他 369,832 470,814

流動負債合計 2,156,506 2,364,139

固定負債

繰延税金負債 122,612 121,062

退職給付引当金 533,428 531,281

環境対策引当金 9,322 9,322

資産除去債務 6,820 6,851

その他 78,305 75,571

固定負債合計 750,487 744,089

負債合計 2,906,994 3,108,229

純資産の部

株主資本

資本金 2,219,588 2,219,588

資本剰余金 3,341,270 3,341,270

利益剰余金 1,868,707 1,751,751

自己株式 △84,355 △84,420

株主資本合計 7,345,210 7,228,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △75,226 △98,166

繰延ヘッジ損益 △253 △248

その他の包括利益累計額合計 △75,479 △98,415

純資産合計 7,269,731 7,129,775

負債純資産合計 10,176,725 10,238,004
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,425,215 1,779,054

売上原価 1,191,364 1,417,544

売上総利益 233,851 361,509

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 134,290 127,616

退職給付費用 10,453 7,990

貸倒引当金繰入額 － 56

その他 208,919 210,285

販売費及び一般管理費合計 353,663 345,948

営業利益又は営業損失（△） △119,811 15,561

営業外収益

受取利息 240 129

受取配当金 12,482 10,508

その他 4,058 1,030

営業外収益合計 16,780 11,668

営業外費用

支払利息 1,971 2,330

為替差損 2,071 6,741

その他 217 221

営業外費用合計 4,260 9,293

経常利益又は経常損失（△） △107,291 17,936

特別損失

固定資産除却損 213 705

投資有価証券評価損 － 87,858

特別損失合計 213 88,563

税金等調整前四半期純損失（△） △107,504 △70,627

法人税、住民税及び事業税 3,156 7,722

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,156 7,722

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △110,660 △78,349

四半期純損失（△） △110,660 △78,349
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４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損失（△） △110,660 △78,349

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △55,291 △22,940

繰延ヘッジ損益 10 4

その他の包括利益合計 △55,281 △22,935

四半期包括利益 △165,942 △101,285

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △165,942 △101,285

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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 

 
(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、フィルムコンデンサ事業及びア

ルミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△123,583千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

す。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っています。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 

 
(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、フィルムコンデンサ事業及びア

ルミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△125,854千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

す。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結 

損益及び包括 

利益計算書 

計上額(注)３

タンタル 

コンデンサ事業

回路保護素子 

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 1,131,551 204,845 1,336,397 88,818 1,425,215 ― 1,425,215

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,131,551 204,845 1,336,397 88,818 1,425,215 ― 1,425,215

セグメント利益 
又は損失(△)

△6,891 17,884 10,993 △7,221 3,771 △123,583 △119,811

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結 

損益及び包括 

利益計算書 

計上額(注)３

タンタル 

コンデンサ事業

回路保護素子 

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 1,472,954 235,694 1,708,649 70,405 1,779,054 ― 1,779,054

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,472,954 235,694 1,708,649 70,405 1,779,054 ― 1,779,054

セグメント利益 
又は損失(△)

116,625 41,899 158,524 △17,108 141,416 △125,854 15,561

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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