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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

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

23年３月期第１四半期 1,778 11.6 58 ― 75 ― 15 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △165百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △82百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期 △4 .30 ―

23年３月期第１四半期 0 .59 ―

（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 ％

24年３月期第１四半期 9,915 7,369 74.3

23年３月期 10,275 7,586 73.8

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 7,369百万円 23年３月期 7,586百万円

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

23年３月期 ― ― ― 2 .00 2 .00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) ― ― 2 .00 2 .00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 3,100 △15.2 △100 ― △87 ― △90 ― △3 .50

通期 7,000 △1.1 100 △65.2 110 △59.0 100 △26.1 3 .88



  

 

 

 
  

・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。

  

・平成23年5月13日に公表しました連結業績予想について修正しています。 

・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。 

４．その他

（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) 24年３月期１Ｑ 26,220,000株 23年３月期 26,220,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 478,164株 23年３月期 476,619株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 25,742,349株 23年３月期１Ｑ 25,774,087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、鉄道・防災向け市場の需要増加があったもの

の、本年３月に発生した東日本大震災の影響にて販売得意先の生産減少、特に車載向け市場での大幅な生産減少の

結果、前年同四半期の売上高を下回りました。その結果、総売上高は、前年同四半期比19.9％減少し、14億２千５

百万円となりました。 

収益面につきましては、売上高に対応したコスト体系の維持、収率改善等のコストダウンを徹底して推進しまし

たが、売上高の減少を補いきれず、営業損失１億１千９百万円（前年同四半期比１億７千８百万円悪化）、経常損

失１億７百万円（前年同四半期比１億８千２百万円悪化）、四半期純損失１億１千万円（前年同四半期比１億２千

６百万円悪化）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、車載向けおよび小型携帯電子機器向けの販売が減少した結果、前年同四半期比19.6％減少し、11億

３千１百万円となり、セグメント損失は６百万円（前年同期比１億１千８百万円悪化）となりました。 

売上高は、携帯電話、デジタルビデオカメラなどの小型携帯電子機器向けの販売が減少した結果、前年同四半

期比27.8％減少し、２億４百万円となり、セグメント利益は１千７百万円（前年同四半期比75.0％減）となりま

した。 

主として、フィルムコンデンサの売上高が、主に産業機器向けの販売が堅調に推移した結果、前年同四半期比

2.2％増加し、８千８百万円となりましたが、セグメント損失は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３億６千万円（△3.5％）減少し、99億１千５

百万円となりました。流動資産は、同２億８千万円（△4.4％）減少し、60億７千２百万円となりました。これは主

として受取手形及び売掛金が２億６千３百万円減少したこと等によるものです。固定資産は、同８千万円（△

2.0％）減少し、38億４千２百万円となりました。これは主として投資有価証券の時価の下落により投資その他の資

産が５千３百万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１億４千２百万円（△5.3％）減少し、25億４千５百万円となりました。流動負

債は、同１億４千３百万円（△7.2％）減少し、18億５千７百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛

金が１億２千３百万円減少したこと等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千７百万円（△2.9％）減少し、73億６千９百万円となりました。これ

は主として、四半期純損失の計上等により利益剰余金が１億６千２百万円減少したこと等によるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表しました数値を修正しています。内容につきましては、

本日(平成23年８月11日)公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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(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

（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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,218,044 2,189,202

受取手形及び売掛金 2,316,041 2,052,254

有価証券 93,164 91,137

製品 794,485 827,043

仕掛品 484,809 423,180

原材料及び貯蔵品 431,678 446,033

その他 18,980 45,750

貸倒引当金 △4,577 △2,055

流動資産合計 6,352,626 6,072,546

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具 15,561,580 15,605,921

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,175,129 △14,214,289

機械装置及び運搬具（純額） 1,386,450 1,391,632

その他 6,710,350 6,688,083

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,199,350 △5,209,234

その他（純額） 1,511,000 1,478,848

有形固定資産合計 2,897,451 2,870,480

無形固定資産 29,593 29,558

投資その他の資産

投資有価証券 976,932 923,639

その他 19,158 21,302

貸倒引当金 △0 △2,263

投資その他の資産合計 996,091 942,678

固定資産合計 3,923,136 3,842,718

資産合計 10,275,762 9,915,265
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 963,096 839,499

短期借入金 550,000 500,000

未払法人税等 29,977 6,569

設備関係支払手形 99,964 95,766

その他 357,137 415,219

流動負債合計 2,000,175 1,857,054

固定負債

繰延税金負債 132,779 132,779

退職給付引当金 492,229 500,915

環境対策引当金 9,322 9,322

資産除去債務 6,696 6,727

その他 47,577 39,080

固定負債合計 688,604 688,824

負債合計 2,688,780 2,545,879

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 2,201,799 2,039,652

自己株式 △83,531 △83,699

株主資本合計 7,679,127 7,516,812

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △91,981 △147,273

繰延ヘッジ損益 △163 △153

その他の包括利益累計額合計 △92,145 △147,426

純資産合計 7,586,982 7,369,385

負債純資産合計 10,275,762 9,915,265
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 1,778,255 1,425,215

売上原価 1,372,470 1,191,364

売上総利益 405,784 233,851

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 133,796 134,290

退職給付費用 11,149 10,453

貸倒引当金繰入額 43 －

その他 202,173 208,919

販売費及び一般管理費合計 347,163 353,663

営業利益又は営業損失（△） 58,621 △119,811

営業外収益

受取利息 499 240

受取配当金 11,579 12,482

株式割当益 12,740 －

その他 1,244 4,058

営業外収益合計 26,063 16,780

営業外費用

支払利息 2,193 1,971

為替差損 5,755 2,071

その他 1,406 217

営業外費用合計 9,355 4,260

経常利益又は経常損失（△） 75,329 △107,291

特別利益

投資有価証券売却益 1,724 －

特別利益合計 1,724 －

特別損失

固定資産除却損 1,612 213

投資有価証券評価損 52,462 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,350 －

特別損失合計 58,425 213

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（△）

18,628 △107,504

法人税、住民税及び事業税 3,163 3,156

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,163 3,156

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（△）

15,464 △110,660

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,464 △110,660
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

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（△）

15,464 △110,660

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △98,317 △55,291

繰延ヘッジ損益 54 10

その他の包括利益合計 △98,262 △55,281

四半期包括利益 △82,797 △165,942

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,797 △165,942

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22年４月１日  至  平成22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．当社グループが従来「回路保護部品」と称していた製品群は、電子部品の中の機能的な位置づけを考慮し

て平成23年４月１日より「回路保護素子」と改称したことに伴い、平成23年４月１日より「回路保護部品

事業」は「回路保護素子事業」と改称しています。 

     ２．「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。 

     ３．セグメント利益の調整額△126,295千円は、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。 

     ４．セグメント利益は、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。 

  

Ⅱ  当第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．当社グループが従来「回路保護部品」と称していた製品群は、電子部品の中の機能的な位置づけを考慮し

て平成23年４月１日より「回路保護素子」と改称したことに伴い、平成23年４月１日より「回路保護部品

事業」は「回路保護素子事業」と改称しています。 

     ２．「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。 

     ３．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。 

     ４．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。 

  

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)２

合計
調整額 
(注)３

四半期連結 
損益及び包括 
利益計算書 

計上額(注)４

タンタル 
コンデンサ事業

回路保護素子 
事業(注)１

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,407,849 283,531 1,691,381 86,874 1,778,255 ― 1,778,255

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,407,849 283,531 1,691,381 86,874 1,778,255 ― 1,778,255

セグメント利益 111,213 71,583 182,796 2,120 184,917 △126,295 58,621

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)２

合計
調整額 
(注)３

四半期連結 
損益及び包括 
利益計算書 

計上額(注)４

タンタル 
コンデンサ事業

回路保護素子 
事業(注)１

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

（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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