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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28年１月１日～平成28年３月31日)のわが国経済は、米国の景気拡大や欧州での

景気回復基調の継続があるものの中国及び新興国経済の成長鈍化など海外景気の下振れ影響が懸念されるほか、円

高の進行など先行き不透明感が強まっております。 

当社の主要分野である車載関連におきましては、海外における需要が拡大しているものの、国内における生産の

減少により前年同期に比べ需要が減少いたしました。 

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、売上高73億６千２百万円（前年同四

半期比1.7％減）、営業利益１億３千５百万円（前年同四半期は営業損失１億１千１百万円）、経常損失３億２千

４百万円（前年同四半期は経常損失３億５百万円）となり、特別損失に独占禁止法関連損失を計上した結果、親会

社株主に帰属する四半期純損失５億３千９百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失４億３千８

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、円高の影響があるものの欧米車載関連顧客への売上が堅調に推移しているこ

とから、売上高は32億４千５百万円（前年同四半期比1.0％増）となり、車載向け耐振動製品及び大口径製品の

付加価値品が拡大していることに加え、海外工場の生産性改善及び合理化を目的とした工場リノベーション等の

コスト低減効果により営業利益３億２千６百万円（前年同四半期比10.2％増）となりました。 

プリント回路事業におきましては、日本における自動車生産の影響などにより、売上高40億９千６百万円（前

年同四半期比3.8％減）となりました。損益面におきましては、国内工場における売上の減少の影響のほか海外

工場の受注増加に伴う納期対応の一次的な費用増加等により、営業損失１億９千７百万円(前年同四半期は営業

損失４億１千４百万円)となりました。しかしながら、営業利益黒字化までは至っていないものの国内において

は前年ピーク人員の20％削減が完了したほか、国内外工場の抜本的な合理化・生産性改善施策を進めている結果、

営業利益は前年同四半期に比べ２億１千７百万円改善してきており、更なる改善諸施策を進行しております。 

 

なお、財務面におきましては、資金の長期安定化と機動的な資金調達を目的に、既存借入金の借換えを含め、株

式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャーとした全８行の参加による総額143億円のシン

ジケートローン契約を平成28年３月28日に締結しております。(借入期間 平成28年３月31日から 長３年間) 
 

（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９千５百万円減少し、固定資

産が２億１百万円減少した結果、245億７千６百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少３億

３千万円、受取手形及び売掛金の増加４億２千５百万円、有形固定資産の減少１億８千２百万円によるものであ

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58億８千８百万円減少し、

固定負債が62億２千７百万円増加した結果、235億９百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛

金の増加２億２千１百万円、借入金の減少９千６百万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、親会社株主に帰属する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６億３千６百万円減少し、10億６千６百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年

度末の6.8％から4.2％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成28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28年２月12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 

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 
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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27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,839 2,509

受取手形及び売掛金 5,814 6,240

商品及び製品 2,231 2,241

仕掛品 1,655 1,638

原材料及び貯蔵品 1,686 1,782

その他 533 252

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 14,751 14,656

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,111 3,052

機械装置及び運搬具（純額） 2,694 2,631

土地 2,173 2,169

建設仮勘定 405 418

その他（純額） 1,235 1,165

有形固定資産合計 9,620 9,438

無形固定資産 129 132

投資その他の資産

投資有価証券 93 86

その他 279 263

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 371 349

固定資産合計 10,122 9,920

資産合計 24,873 24,576
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,566 5,787

短期借入金 5,915 2,727

1年内返済予定の長期借入金 3,907 677

未払法人税等 139 105

引当金 ― 80

その他 1,369 1,631

流動負債合計 16,898 11,010

固定負債

長期借入金 3,877 10,199

再評価に係る繰延税金負債 142 133

退職給付に係る負債 1,279 1,242

その他 972 923

固定負債合計 6,272 12,499

負債合計 23,170 23,509

純資産の部

株主資本

資本金 3,511 3,511

資本剰余金 498 498

利益剰余金 △2,424 △2,963

自己株式 △4 △4

株主資本合計 1,581 1,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16 11

繰延ヘッジ損益 ― △4

土地再評価差額金 301 310

為替換算調整勘定 △223 △322

退職給付に係る調整累計額 4 7

その他の包括利益累計額合計 98 1

新株予約権 23 23

純資産合計 1,703 1,066

負債純資産合計 24,873 24,576
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 7,492 7,362

売上原価 6,841 6,466

売上総利益 651 896

販売費及び一般管理費 762 761

営業利益又は営業損失（△） △111 135

営業外収益

受取利息 0 1

為替差益 9 ―

材料支給益 6 ―

その他 6 2

営業外収益合計 23 4

営業外費用

支払利息 153 200

為替差損 ― 30

支払手数料 22 169

その他 41 64

営業外費用合計 218 464

経常損失（△） △305 △324

特別利益

固定資産処分益 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失

固定資産処分損 0 0

独占禁止法関連損失 101 143

特別損失合計 102 143

税金等調整前四半期純損失（△） △407 △465

法人税、住民税及び事業税 16 40

法人税等調整額 13 33

法人税等合計 30 74

四半期純損失（△） △438 △539

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △438 △539
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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27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純損失（△） △438 △539

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6 △5

繰延ヘッジ損益 ― △4

土地再評価差額金 12 8

為替換算調整勘定 166 △98

退職給付に係る調整額 2 3

その他の包括利益合計 187 △96

四半期包括利益 △250 △636

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △250 △636

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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。 

 

 

（セグメント情報等） 

Ⅰ. 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27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 

調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(百万円) 

(注) 

コンデンサ

(百万円) 

プリント回路

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

売上高   

外部顧客への売上高 3,212 4,259 20 7,492 ― 7,492

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 3,212 4,259 20 7,492 ― 7,492

セグメント利益又は損失(△) 296 △414 6 △111 ― △111

 (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。 

 

Ⅱ. 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28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 

調整額 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(百万円) 

(注) 

コンデンサ

(百万円) 

プリント回路

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

売上高   

外部顧客への売上高 3,245 4,096 20 7,362 ― 7,362

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 3,245 4,096 20 7,362 ― 7,362

セグメント利益又は損失(△) 326 △197 6 135 ― 135

 (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。 

 

（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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