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1. 平成29年12月期第1四半期の連結業績（平成29年1月1日～平成29年3月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期第1四半期 7,156 △2.8 275 103.7 △38 ― △118 ―

28年12月期第1四半期 7,362 △1.7 135 ― △324 ― △539 ―

（注）包括利益 29年12月期第1四半期　　△26百万円 （―％） 28年12月期第1四半期　　△636百万円 （―％）

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

29年12月期第1四半期 △2.09 ―

28年12月期第1四半期 △9.52 ―

(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 ％

29年12月期第1四半期 24,328 764 3.0

28年12月期 25,382 791 3.0

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 741百万円 28年12月期 768百万円

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

28年12月期 ― ― ― 0.00 0.00

29年12月期 ―

29年12月期（予想） ― ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成29年12月期の連結業績予想（平成29年 1月 1日～平成29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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 29,000 1.6 1,500 89.8 650 ― 100 ― 1.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 29年12月期1Q 56,641,458 株 28年12月期 56,641,458 株

② 期末自己株式数 29年12月期1Q 26,077 株 28年12月期 25,208 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 56,615,853 株 28年12月期1Q 56,617,680 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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１四半期連結累計期間(平成29年１月１日～平成29年３月31日)における当社グループを取り巻く環境は、米

国経済は回復基調が継続しているものの、英国の欧州連合離脱問題や米国新政権への移行、中国及び新興国経済の

成長鈍化、為替市場の変動などから先行き不透な状況が続いております。

当社の主要分野である車載関連は、欧州・北米・中国で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１四半期連結累計期間の業績は、売上高71億５千６百万円（前年同四

半期比2.8％減）、営業利益は倍増の２億７千５百万円（前年同四半期比103.7％増）、経常損失３千８百万円（前

年同四半期は経常損失３億２千４百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失１億１千８百万円（前年同四半期

は親会社株主に帰属する四半期純損失５億３千９百万円）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、車載関連向け耐振動製品及び大口径製品の売上が堅調に推移しており、連結

売上高は32億７千７百万円（前年同四半期比1.0％増）となりましたが、利益面では円高や主要生産拠点の通貨で

あるバーツがドルに対し上昇している影響などにより、連結営業利益３億６百万円（前年同四半期比6.3％減）と

なりました。

プリント回路事業におきましては、収益改善を目的として低収益製品の生産を終息させたことなどから、連結

売上高38億５千９百万円（前年同四半期比5.8％減）となりましたが、国内人員の削減、国内外工場の合理化・生

産性改善施策によるコスト低減などの効果により、利益面では前年同四半期比１億６千２百万円改善した結果、

連結営業損失３千５百万円(前年同四半期は連結営業損失１億９千７百万円)となりました。

　

なお、当社グループの自己資本の増強並びに財務体質の向上を目的とした南通江海電容器股份有限公司への第

三者割当による10億円の増資が平成29年４月に完了しております。(平成29年４月24日公表)

　

（２）財政状態に関する説明

[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８億８百万円減少し、固定資産

が２億４千５百万円減少した結果、243億２千８百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加８億

５千３百万円、受取手形及び売掛金の減少14億６千４百万円、有形固定資産の減少２億３千９百万円によるもの

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８億３千８百万円減少し、固

定負債が１億８千８百万円減少した結果、235億６千３百万円となりました。この主な要因は、借入金の減少６億

８千７百万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、為替換算調整勘定などの増加がありましたが、親会社株主に帰属す

る四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ２千６百万円減少し、７億６千４百万円となりました。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末と同率の3.0％となりました。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,702 2,555

受取手形及び売掛金 8,044 6,579

商品及び製品 2,346 2,108

仕掛品 1,704 1,618

原材料及び貯蔵品 1,800 2,025

その他 396 300

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 15,985 15,177

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,139 3,044

機械装置及び運搬具（純額） 2,290 2,153

土地 2,171 2,171

建設仮勘定 148 169

その他（純額） 1,084 1,055

有形固定資産合計 8,834 8,594

無形固定資産 135 132

投資その他の資産

投資有価証券 83 90

その他 343 333

投資その他の資産合計 427 424

固定資産合計 9,396 9,151

資産合計 25,382 24,328
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,290 5,312

短期借入金 4,936 4,414

1年内返済予定の長期借入金 518 422

未払法人税等 178 111

引当金 30 77

その他 1,502 1,278

流動負債合計 12,457 11,618

固定負債

長期借入金 9,847 9,777

再評価に係る繰延税金負債 133 133

退職給付に係る負債 839 823

その他 1,312 1,211

固定負債合計 12,133 11,945

負債合計 24,590 23,563

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 △3,569 △3,688

自己株式 △4 △4

株主資本合計 435 316

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8 13

繰延ヘッジ損益 △3 △2

土地再評価差額金 310 310

為替換算調整勘定 0 86

退職給付に係る調整累計額 16 16

その他の包括利益累計額合計 333 424

新株予約権 23 23

純資産合計 791 764

負債純資産合計 25,382 24,328
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 7,362 7,156

売上原価 6,466 6,140

売上総利益 896 1,016

販売費及び一般管理費 761 740

営業利益 135 275

営業外収益

受取利息 1 0

為替差益 ― 29

その他 2 3

営業外収益合計 4 34

営業外費用

支払利息 200 183

為替差損 30 ―

支払手数料 169 130

その他 64 34

営業外費用合計 464 348

経常損失（△） △324 △38

特別利益

固定資産処分益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失

固定資産処分損 0 0

独占禁止法関連損失 143 52

特別損失合計 143 52

税金等調整前四半期純損失（△） △465 △90

法人税、住民税及び事業税 40 13

法人税等調整額 33 14

法人税等合計 74 27

四半期純損失（△） △539 △118

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △539 △118
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純損失（△） △539 △118

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5 4

繰延ヘッジ損益 △4 0

土地再評価差額金 8 ―

為替換算調整勘定 △98 85

退職給付に係る調整額 3 0

その他の包括利益合計 △96 91

四半期包括利益 △636 △26

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △636 △26

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。

（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）

Ⅰ 前第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

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)コンデンサ プリント回路 その他 計

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29年１月１日 至 平成29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

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)コンデンサ プリント回路 その他 計

売上高

外部顧客への売上高 3,277 3,859 19 7,156 ― 7,156

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,277 3,859 19 7,156 ― 7,156

セグメント利益又は損失(△) 306 △35 5 275 ― 275

(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。
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