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（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 ％

28年３月期第１四半期 1,165 △26.2 △94 ― △86 ― △96 ―

27年３月期第１四半期 1,579 2.4 △13 ― △4 ― △7 ―

(注)包括利益 28年３月期第１四半期 △56百万円 ( ―％) 27年３月期第１四半期 29百万円 (△43.7％)

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

28年３月期第１四半期 △3.74           ―

27年３月期第１四半期 △0.28 ―

（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 ％

28年３月期第１四半期 8,237 5,533 67.2
27年３月期 8,061 5,589 69.3

(参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 5,533百万円 27年３月期 5,589百万円

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

27年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

28年３月期 ―

28年３月期(予想) ― ― 0.00 0.00

(％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
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) 2,500 △19.4 △150 ― △150 ― △200 ― △7.78

通期 5,100 △9.7 △250 ― △250 ― △300 ― △11.66



※ 注記事項

（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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しています。

※ 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。

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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) 28年３月期１Ｑ 26,220,000株 27年３月期 26,220,000株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ 501,347株 27年３月期 500,423株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 25,718,796株 27年３月期１Ｑ 25,725,316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１四半期連結累計期間のエレクトロニクス業界の状況については、電子部品の出荷額については主に中国及

び米州向けを中心に増加傾向で推移しましたが、民生用を中心に機器の国内生産については前年同四半期に比べて

減少しました。

このような環境のもとで、当社グループの売上高につきましては、車載用レーダー装置及び医療機器向けは増加

したものの、自動車電装用を中心とした二酸化マンガンタンタルコンデンサの大幅な減少を補うことができません

でした。

その結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高につきましては、前年同四半期比26.2％

減少し、11億６千５百万円となりました。損益につきましては、売上高の減少により、営業損失９千４百万円（前

年同四半期比８千１百万円悪化）、経常損失８千６百万円（前年同四半期比８千１百万円悪化）、親会社株主に帰

属する四半期純損失９千６百万円（前年同四半期比８千９百万円悪化）となりました。

なお、保有する有価証券の売却による投資有価証券売却益３千９百万円を特別利益に、コンデンサ取引に関する

当局等の調査対応のための弁護士報酬等４千８百万円を特別損失にそれぞれ計上しました。

セグメントの業績は次のとおりです。

①タンタルコンデンサ事業

タンタルコンデンサ事業につきましては、カーエレクトロニクス分野及び鉄道関連分野向けの需要が大幅に減

少しました。この結果、タンタルコンデンサ事業の売上高は９億２千４百万円（前年同四半期比29.2％減少）、

セグメント利益は２千１百万円（前年同四半期比80.1％減少）となりました。

②回路保護素子事業

回路保護素子事業につきましては、ノートブック型パソコン及び薄型テレビ等への需要が減少しました。この

結果、回路保護素子事業の売上高は１億９千７百万円（前年同四半期比11.6％減少）、セグメント利益は１千１

百万円（前年同四半期比6.4％増加）となりました。

③その他

その他の売上高は４千２百万円（前年同四半期比13.9％減少）、セグメント損失は４百万円（前年同四半期比

４百万円改善）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により流動資産が増加し、投資有価証券の売却

により投資その他の資産が減少したことにより固定資産が減少となり82億３千７百万円（前連結会計年度末比１億

７千５百万円増）となりました。

負債は、未払法人税等が減少したものの、短期借入金が増加し27億４百万円（前連結会計年度末比２億３千２百

万円増）となりました。

純資産は、有価証券の時価の上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加によりその他の包括利益累計額が増加

したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が減少し55億３千３百万円（前連結会計

年度末比５千６百万円減）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

連結業績予想につきましては、平成27年５月15日に公表しました数値から修正を行っていません。
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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

  (会計方針の変更)

「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）、「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）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）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、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います。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います。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,986,472 2,241,671

受取手形及び売掛金 1,698,554 1,613,675

有価証券 25,216 25,219

製品 656,543 666,278

仕掛品 331,915 331,976

原材料及び貯蔵品 397,359 425,453

その他 24,437 37,433

貸倒引当金 △1,698 △1,617

流動資産合計 5,118,800 5,340,091

固定資産

有形固定資産

土地 840,666 840,666

その他 21,735,137 21,681,350

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,780,637 △20,735,477

その他（純額） 954,500 945,873

有形固定資産合計 1,795,166 1,786,539

無形固定資産 30,300 30,226

投資その他の資産

投資有価証券 1,098,912 1,062,266

その他 18,501 18,412

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,117,413 1,080,679

固定資産合計 2,942,880 2,897,445

資産合計 8,061,681 8,237,536
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 513,168 537,282

短期借入金 700,000 900,000

未払法人税等 15,735 6,296

設備関係支払手形 3,172 2,030

その他 323,853 331,688

流動負債合計 1,555,930 1,777,297

固定負債

繰延税金負債 178,762 179,329

環境対策引当金 9,322 9,322

退職給付に係る負債 697,476 695,276

資産除去債務 7,206 7,240

その他 23,089 36,068

固定負債合計 915,857 927,235

負債合計 2,471,787 2,704,533

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 △145,379 △241,695

自己株式 △86,327 △86,441

株主資本合計 5,329,152 5,232,721

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 348,985 386,678

繰延ヘッジ損益 △66 △93

退職給付に係る調整累計額 △88,177 △86,302

その他の包括利益累計額合計 260,741 300,282

純資産合計 5,589,893 5,533,003

負債純資産合計 8,061,681 8,237,536
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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26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

売上高 1,579,527 1,165,460

売上原価 1,261,223 950,828

売上総利益 318,303 214,632

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 133,841 135,648

退職給付費用 7,243 6,536

貸倒引当金繰入額 61 -

その他 190,342 166,671

販売費及び一般管理費合計 331,488 308,856

営業損失（△） △13,185 △94,224

営業外収益

受取利息 118 77

受取配当金 10,307 12,090

その他 2,292 733

営業外収益合計 12,719 12,901

営業外費用

支払利息 2,225 2,520

為替差損 1,721 544

未達電力料 - 1,644

その他 171 247

営業外費用合計 4,119 4,956

経常損失（△） △4,585 △86,278

特別利益

固定資産売却益 - 1,500

投資有価証券売却益 - 39,112

特別利益合計 - 40,612

特別損失

固定資産除却損 409 80

弁護士報酬等 - 48,438

特別損失合計 409 48,518

税金等調整前四半期純損失（△） △4,995 △94,184

法人税、住民税及び事業税 2,132 2,132

法人税等調整額 - -

法人税等合計 2,132 2,132

四半期純損失（△） △7,127 △96,316

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △7,127 △96,316

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 34,787 37,692

繰延ヘッジ損益 △17 △26

退職給付に係る調整額 2,028 1,874

その他の包括利益合計 36,798 39,541

四半期包括利益 29,671 △56,775

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 29,671 △56,775

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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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．「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、主にフィルムコンデンサ事業で

す。

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△123,428千円は、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。

３．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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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．「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、主にフィルムコンデンサ事業で

す。

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△122,683千円は、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。

３．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。

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結

損益及び包括

利益計算書

計上額(注)３

タンタル

コンデンサ事業

回路保護素子

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 1,305,982 223,691 1,529,674 49,852 1,579,527 ― 1,579,527

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,305,982 223,691 1,529,674 49,852 1,579,527 ― 1,579,527

セグメント利益
又は損失(△)

108,376 10,516 118,893 △8,649 110,243 △123,428 △13,185

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結

損益及び包括

利益計算書

計上額(注)３

タンタル

コンデンサ事業

回路保護素子

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 924,875 197,636 1,122,512 42,948 1,165,460 ― 1,165,460

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 924,875 197,636 1,122,512 42,948 1,165,460 ― 1,165,460

セグメント利益
又は損失(△)

21,570 11,192 32,762 △4,303 28,459 △122,683 △94,224
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