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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 6,141 △18.8 △398 ― △614 ― △603 ―
24年12月期第1四半期 7,566 6.9 245 57.4 91 458.5 67 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △599百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 122百万円 （―％）

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12月期第1四半期 △14.50 ―
24年12月期第1四半期 1.62 1.19

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 24,332 3,667 15.0
24年12月期 24,543 4,294 17.4
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  3,658百万円 24年12月期  4,275百万円

2.  配当の状況 

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。 
当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 
なお、平成25年12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。 

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年12月期 ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 26,600 △7.6 800 △14.9 240 △40.7 170 △67.9 4.08



(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 
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） 25年12月期1Q 41,611,458 株 24年12月期 41,611,458 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 20,963 株 24年12月期 20,215 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 41,590,891 株 24年12月期1Q 41,592,078 株



（種類株式の配当の状況） 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 年間配当金  
Ａ種優先株式 

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 12 月期 － － － 2.00   2.00 

25 年 12 月期 －  

平成25年12月期の配当につきましては未定です。 
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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25年１月１日～平成25年３月31日)のわが国経済は、昨年末からの円高の是正、

経済対策や金融政策効果への期待感はあるものの、実体経済の改善には至っておらず、欧州経済の低迷や中国経済

の成長鈍化など、厳しい状況で推移いたしました。 

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61億４千１百万円(前年

同四半期比18.8％減)、連結営業損失３億９千８百万円（前年同四半期は連結営業利益２億４千５百万円）、連結

経常損失６億１千４百万円（前年同四半期は連結経常利益９千１百万円）、連結四半期純損失６億３百万円（前年

同四半期は連結四半期純利益６千７百万円）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、車載関連での米国の好調が持続していることに加え、グローバルな受注活動

の成果により欧米車載関連顧客への売上が拡大していることから、連結売上高は23億１千８百万円（前年同四半

期比10.7％増）となりましたが、コスト低減や生産性向上に努めたものの海外生産工場の賃金の上昇などにより、

連結営業利益は９千４百万円（前年同四半期比7.5％減）となりました。 

プリント回路事業におきましては、車載関連において昨年後半からの中国や国内向け新車販売の減少による部

品需要の低迷からまだ回復していないことや製品価格競争の激化などにより、連結売上高は38億２千３百万円

（前年同四半期比30.1％減）となり、固定費の削減やコスト低減などの諸施策を実施しておりますが、当第１四

半期連結累計期間においては、その効果の影響が少ないことなどから、連結営業損失４億９千３百万円（前年同

四半期は連結営業利益１億４千２百万円）となりました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

[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５億６千７百万円減少し、固

定資産が３億５千６百万円増加した結果、243億３千２百万円となりました。 

この主な要因は、現金及び預金の減少３億８千４百万円、受取手形及び売掛金の減少９千１百万円および有

形固定資産の増加３億２千８百万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流動負債が６億８千６百万円増加し、

固定負債が２億７千万円減少した結果、206億６千５百万円となりました。この主な要因は、借入金の増加４億

５千５百万円および社債の減少２億６千７百万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、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ６億２

千７百万円減少し、36億６千７百万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末の17.4%から15.0%とな

りました。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月14日に公表しました平成25年12月期連結業績予想を修正しております。 

詳しくは、本日（平成25年５月14日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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。 

 

(４) 追加情報 

  （連結納税制度の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,563 2,178

受取手形及び売掛金 5,525 5,434

商品及び製品 2,727 2,475

仕掛品 1,312 1,373

原材料及び貯蔵品 1,636 1,739

その他 455 435

貸倒引当金 △60 △44

流動資産合計 14,160 13,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,486 3,518

機械装置及び運搬具（純額） 3,582 3,639

土地 2,330 2,341

建設仮勘定 38 165

その他（純額） 423 524

有形固定資産合計 9,861 10,189

無形固定資産   

のれん 32 28

その他 135 140

無形固定資産合計 167 169

投資その他の資産   

投資有価証券 152 162

その他 202 219

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 354 380

固定資産合計 10,382 10,739

資産合計 24,543 24,332
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,479 4,105

短期借入金 4,023 5,128

1年内返済予定の長期借入金 3,510 3,017

1年内償還予定の社債 919 844

未払法人税等 56 46

引当金 － 55

その他 1,102 1,580

流動負債合計 14,091 14,778

固定負債   

社債 832 639

長期借入金 3,183 3,026

再評価に係る繰延税金負債 213 213

退職給付引当金 1,664 1,679

その他 263 327

固定負債合計 6,157 5,886

負債合計 20,249 20,665

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 569 △63

自己株式 △4 △4

株主資本合計 4,570 3,937

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10 △1

土地再評価差額金 395 395

為替換算調整勘定 △680 △673

その他の包括利益累計額合計 △294 △278

新株予約権 6 8

少数株主持分 12 －

純資産合計 4,294 3,667

負債純資産合計 24,543 24,332
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 7,566 6,141

売上原価 6,584 5,830

売上総利益 981 311

販売費及び一般管理費 736 710

営業利益又は営業損失（△） 245 △398

営業外収益   

受取利息 0 1

為替差益 2 －

助成金収入 1 9

その他 4 9

営業外収益合計 9 19

営業外費用   

支払利息 110 105

為替差損 － 87

その他 52 42

営業外費用合計 162 235

経常利益又は経常損失（△） 91 △614

特別利益   

固定資産処分益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産処分損 0 －

特別損失合計 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（△）

93 △614

法人税、住民税及び事業税 61 3

法人税等調整額 1 △1

法人税等合計 62 1

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（△）

30 △616

少数株主損失（△） △36 △12

四半期純利益又は四半期純損失（△） 67 △603
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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（△）

30 △616

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10 8

為替換算調整勘定 81 7

その他の包括利益合計 91 16

四半期包括利益 122 △599

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150 △587

少数株主に係る四半期包括利益 △28 △12
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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。 

 

Ⅱ. 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25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 2,318 3,823 6,141 ― 6,141

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ―

計 2,318 3,823 6,141 ― 6,141

セグメント利益又は損失(△) 94 △493 △398 ― △398

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失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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