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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 26,693 20.5 1,272 ― 1,299 ― 1,013 ―
25年3月期第1四半期 22,152 △25.5 △1,682 ― △2,439 ― △2,346 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,303百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △2,350百万円 （―％）

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1四半期 7.12 ―
25年3月期第1四半期 △16.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 137,061 54,056 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1四半期  53,871百万円 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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 51,500 13.8 2,200 ― 1,300 ― 900 ― 6.32
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」をご参照下さい。 

※  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1Q 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1Q 144,210 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1Q 142,306,063 株 25年3月期1Q 142,321,893 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における世界経済は、欧州においては債務問題の長期化などがありましたもの

の、米国では緩やかではありますが景気に回復傾向が見られました。一方、日本経済においては、経済対策

や金融緩和政策効果への期待感から円安株高基調に推移致しましたが、中国をはじめとする新興国における

成長率の鈍化懸念や円安進行による材料価格の上昇など国内景気に対する不安材料もあり、依然として先行

き不透明な状況が続きました。 

このような経営環境のもと、当社グループでは、昨年10月より構造改革を推進し固定費の削減等による企

業体質の強化や新製品・新事業による収益力の強化に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は266億93百万円（前年同期比20.5％増）となり、

営業利益は12億72百万円（前年同期営業損失16億82百万円）、経常利益は12億99百万円（前年同期経常損失

24億39百万円）、四半期純利益は10億13百万円（前年同期四半期純損失23億46百万円）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における総資産は、1,370億61百万円となり前連結会計年度末に比べて26億７

百万円増加致しました。 

流動資産は、709億83百万円となり19億75百万円増加致しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加

23億17百万円などであります。固定資産は、660億78百万円となり６億31百万円増加致しました。 

流動負債は、428億18百万円となり10億96百万円減少致しました。主な要因は、短期借入金の減少29億53百

万円などであります。固定負債は、401億86百万円となり４億１百万円増加致しました。 

純資産は、540億56百万円となり前連結会計年度末に比べて33億２百万円増加致しました。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（第２四半期連結累計期間及び通期）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１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 16,292  19,664

  受取手形及び売掛金 22,053  24,371

  有価証券 3,000  －

  商品及び製品 7,921  8,039

  仕掛品 9,692  9,974

  原材料及び貯蔵品 4,155  4,333

  その他 5,953  4,664

  貸倒引当金 △62  △64

  流動資産合計 69,007  70,983

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 36,484  37,417

    減価償却累計額 △21,748  △22,209

    建物及び構築物（純額） 14,736  15,208

   機械装置及び運搬具 109,196  109,621

    減価償却累計額 △87,145  △88,451

    機械装置及び運搬具（純額） 22,050  21,169

   工具、器具及び備品 11,911  12,450

    減価償却累計額 △10,335  △10,805

    工具、器具及び備品（純額） 1,575  1,644

   土地 7,219  7,240

   リース資産 577  736

    減価償却累計額 △426  △460

    リース資産（純額） 150  275

   建設仮勘定 2,292  2,093

   有形固定資産合計 48,025  47,631

  無形固定資産 2,430  2,356

  投資その他の資産  

   投資有価証券 12,649  13,722

   その他 2,373  2,399

   貸倒引当金 △31  △30

   投資その他の資産合計 14,990  16,090

  固定資産合計 65,447  66,078

 資産合計 134,454  137,061
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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１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 5,581  5,823

  短期借入金 26,710  23,756

  未払法人税等 372  404

  賞与引当金 1,118  677

  災害損失引当金 92  80

  構造改革損失引当金 144  126

  その他 9,894  11,950

  流動負債合計 43,915  42,818

 固定負債  

  長期借入金 31,021  31,021

  退職給付引当金 7,399  7,551

  環境安全対策引当金 203  202

  その他 1,160  1,410

  固定負債合計 39,784  40,186

 負債合計 83,700  83,005

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  1,757

  自己株式 △42  △43

  株主資本合計 54,782  55,795

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 956  1,260

  為替換算調整勘定 △5,153  △3,184

  その他の包括利益累計額合計 △4,197  △1,923

 少数株主持分 168  184

 純資産合計 50,754  54,056

負債純資産合計 134,454  137,061
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 22,152  26,693

売上原価 19,673  20,993

売上総利益 2,479  5,700

販売費及び一般管理費 4,162  4,427

営業利益又は営業損失（△） △1,682  1,272

営業外収益  

 受取利息 12  14

 受取配当金 39  50

 為替差益 －  31

 持分法による投資利益 62  109

 その他 44  32

 営業外収益合計 158  238

営業外費用  

 支払利息 194  190

 為替差損 713  －

 その他 7  21

 営業外費用合計 915  211

経常利益又は経常損失（△） △2,439  1,299

特別利益  

 補助金収入 324  －

 その他 0  3

 特別利益合計 324  3

特別損失  

 固定資産処分損 4  4

 その他 0  0

 特別損失合計 4  4

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（△） 

△2,119  1,298

法人税、住民税及び事業税 108  226

法人税等調整額 96  51

法人税等合計 205  278

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（△） 

△2,324  1,020

少数株主利益 21  6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,346  1,013
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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（△） 

△2,324  1,020

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △297  300

 為替換算調整勘定 277  1,859

 持分法適用会社に対する持分相当額 △5  123

 その他の包括利益合計 △25  2,283

四半期包括利益 △2,350  3,303

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,367  3,287

 少数株主に係る四半期包括利益 17  16

 



日本ケミコン㈱ （6997）平成26年３月期 第１四半期決算短信 
 

― 7 ― 

（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１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24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 

（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 20,986 1,166 22,152

 セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 20,986 1,166 22,152

セグメント損失（△） △1,608 △73 △1,682

(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１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25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 

（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 25,432 1,261 26,693

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 25,432 1,261 26,693

セグメント利益 1,249 23 1,272

(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。 

 

 


