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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 54,680 20.8 2,428 ― 1,890 ― 1,409 ―
25年3月期第2四半期 45,246 △20.5 △4,017 ― △5,141 ― △5,714 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 4,420百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △6,548百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 9.90 ―
25年3月期第2四半期 △40.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 139,813 55,168 39.3
25年3月期 134,454 50,754 37.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  54,983百万円 25年3月期  50,585百万円

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  
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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 104,000 11.9 5,000 ― 3,600 ― 2,700 ― 18.97



(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 
業績予想につきましては、本資料作成時点において入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因により変動する
場合があります。上記の業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご参照ください。 

※  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） 26年3月期2Q 142,448,334 株 25年3月期 142,448,334 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 155,847 株 25年3月期 140,465 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 142,301,640 株 25年3月期2Q 142,319,960 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州では景気は引き続き低調に推移したものの下げ止まりの動きが

見られ、また米国におきましては、雇用者数の堅調な増加が続くなど景気は緩やかな回復傾向となりました。一方、中

国におきましては、景気拡大のテンポに鈍化が見られました。日本国内におきましては、経済対策や金融緩和政策等を

背景に円高の是正や株価の上昇が進み、輸出の持ち直しや企業収益の改善、個人消費に好転の兆しが見られるなど、景

気は緩やかな回復傾向で推移致しました。 

当社グループを取り巻く市場環境につきましては、パソコンやデジタル家電等が低調に推移した一方、エアコンや太

陽光発電設備等は堅調に推移するなど、市場によりまだら模様の状況となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、昨年10月に発表致しました「構造改革」の諸施策を引き

続き着実に実施してまいりました。生産拠点の統廃合、人件費の削減、不採算事業からの撤退等により固定費を削減し、

在庫の削減、設備投資の圧縮等により財務体質の強化を図りました。加えて、新事業の立上げ、新製品の拡大により収

益力を強化することで、利益の出せる企業体質への変革を図ってまいりました。 

新製品・新事業につきましては、それぞれの用途に 適化した新製品を市場に投入したほか、前期に開発した導電性

高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ等の拡販にも努めました。一方、電気二重層キャパシタにおきましては、車

載用途への拡販を進めた結果、新たな自動車メーカーに採用いただくことができました。 

また、アルミ電解コンデンサの主要な材料の一つである電解液の難燃化技術の開発に成功するなど新技術の開発にも

注力致しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は546億80百万円（前年同期比20.8％増）となり、

営業利益は24億28百万円（前年同期営業損失40億17百万円）、経常利益は18億90百万円（前年同期経常損失

51億41百万円）、四半期純利益は14億９百万円（前年同期四半期純損失57億14百万円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,398億13百万円となり前連結会計年度末に比べて53億59

百万円増加致しました。 

流動資産は、750億57百万円となり60億49百万円増加致しました。主な要因は、現金及び預金の増加75億67

百万円などであります。固定資産は、647億56百万円となり６億90百万円減少致しました。 

流動負債は、437億87百万円となり１億27百万円減少致しました。主な要因は、短期借入金の減少18億66百

万円、支払手形及び買掛金の増加７億33百万円などであります。固定負債は、408億57百万円となり10億72百

万円増加致しました。 

純資産は、551億68百万円となり前連結会計年度末に比べ44億14百万円増加致しました。なお、自己資本比

率は前連結会計年度末の37.6％から39.3％となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月13日に公表致しました平成26年３月期（通期）の業績予想に変更はありません。 

 

 

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 

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。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 16,292  23,860

  受取手形及び売掛金 22,053  24,727

  有価証券 3,000  －

  商品及び製品 7,921  8,041

  仕掛品 9,692  8,946

  原材料及び貯蔵品 4,155  4,122

  その他 5,953  5,422

  貸倒引当金 △62  △63

  流動資産合計 69,007  75,057

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 36,484  37,519

    減価償却累計額 △21,748  △22,539

    建物及び構築物（純額） 14,736  14,979

   機械装置及び運搬具 109,196  109,663

    減価償却累計額 △87,145  △89,201

    機械装置及び運搬具（純額） 22,050  20,462

   工具、器具及び備品 11,911  12,595

    減価償却累計額 △10,335  △10,962

    工具、器具及び備品（純額） 1,575  1,633

   土地 7,219  7,235

   リース資産 577  732

    減価償却累計額 △426  △491

    リース資産（純額） 150  240

   建設仮勘定 2,292  1,809

   有形固定資産合計 48,025  46,359

  無形固定資産 2,430  2,253

  投資その他の資産  

   投資有価証券 12,649  14,298

   その他 2,373  1,876

   貸倒引当金 △31  △30

   投資その他の資産合計 14,990  16,143

  固定資産合計 65,447  64,756

 資産合計 134,454  139,813
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 5,581  6,315

  短期借入金 26,710  24,843

  未払法人税等 372  378

  賞与引当金 1,118  1,202

  災害損失引当金 92  80

  構造改革損失引当金 144  80

  その他 9,894  10,887

  流動負債合計 43,915  43,787

 固定負債  

  長期借入金 31,021  31,688

  退職給付引当金 7,399  7,640

  環境安全対策引当金 203  202

  その他 1,160  1,325

  固定負債合計 39,784  40,857

 負債合計 83,700  84,645

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 17,884  17,884

  資本剰余金 36,196  36,196

  利益剰余金 743  2,152

  自己株式 △42  △48

  株主資本合計 54,782  56,185

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 956  1,376

  為替換算調整勘定 △5,153  △2,578

  その他の包括利益累計額合計 △4,197  △1,201

 少数株主持分 168  184

 純資産合計 50,754  55,168

負債純資産合計 134,454  139,813
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 45,246  54,680

売上原価 40,806  43,269

売上総利益 4,439  11,410

販売費及び一般管理費 8,457  8,982

営業利益又は営業損失（△） △4,017  2,428

営業外収益  

 受取利息 22  27

 受取配当金 39  50

 持分法による投資利益 237  304

 その他 74  57

 営業外収益合計 373  440

営業外費用  

 支払利息 388  347

 為替差損 1,094  596

 その他 14  34

 営業外費用合計 1,497  978

経常利益又は経常損失（△） △5,141  1,890

特別利益  

 関係会社株式売却益 138  －

 補助金収入 325  －

 その他 0  4

 特別利益合計 464  4

特別損失  

 固定資産処分損 204  13

 投資有価証券評価損 399  －

 その他 61  0

 特別損失合計 666  13

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（△） 

△5,343  1,881

法人税、住民税及び事業税 258  426

法人税等調整額 86  37

法人税等合計 345  464

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（△） 

△5,688  1,417

少数株主利益 25  7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,714  1,409
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９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（△） 

△5,688  1,417

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △210  412

 為替換算調整勘定 △612  2,353

 持分法適用会社に対する持分相当額 △36  237

 その他の包括利益合計 △860  3,003

四半期包括利益 △6,548  4,420

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △6,568  4,404

 少数株主に係る四半期包括利益 19  16
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

コンデンサ 

その他 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高  

 外部顧客への売上高 42,942 2,304 45,246

 セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 42,942 2,304 45,246

セグメント損失（△） △3,821 △196 △4,017

(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、ＣＭＯＳカメラモジュール、 

     アモルファスチョークコイルなどを含んでおります。 

   ２ セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

コンデンサ 

その他 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高  

  外部顧客への売上高 52,227 2,452 54,680

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 52,227 2,452 54,680

セグメント利益又は損失（△） 2,467 △38 2,428

(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、ＣＭＯＳカメラモジュール、 

     アモルファスチョークコイルなどを含んでおります。 

   ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 
 


