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1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12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 ％

2022年3月期第3四半期 102,491 28.3 6,091 334.0 5,736 629.5 △13,672 ―

2021年3月期第3四半期 79,857 △6.7 1,403 ― 786 ― 541 ―

（注）包括利益 2022年3月期第3四半期　　△11,722百万円 （―％） 2021年3月期第3四半期　　△202百万円 （―％）

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

2022年3月期第3四半期 △674.18 ―

2021年3月期第3四半期 31.94 31.89

（注）2022年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

(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 ％

2022年3月期第3四半期 149,904 40,179 26.6

2021年3月期 139,448 51,904 37.0

（参考）自己資本 2022年3月期第3四半期 39,887百万円 2021年3月期 51,606百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― 0.00 ―

2022年3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 ： 有

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 137,000 23.7 7,800 162.5 7,000 234.6 △13,200 ― △650.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 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

(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） 2022年3月期3Q 20,314,833 株 2021年3月期 20,314,833 株

② 期末自己株式数 2022年3月期3Q 35,375 株 2021年3月期 34,102 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期3Q 20,280,037 株 2021年3月期3Q 16,941,462 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。
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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３四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぎ、中国及び米国にお

いては、企業の設備投資が好調であるなど引き続き堅調に推移いたしました。また、日本国内におきましても、世

界的な景気回復に伴う需要拡大を背景に、輸出が増加傾向となっており、全体としては回復基調となりました。

　一方で、新型コロナウイルスの変異株による感染拡大や半導体需給逼迫の影響、原材料価格の高騰及び物流コス

トの増加など不透明な状況が続いております。

　このような経営環境のもと当社グループにおきましては、第９次中期経営計画に基づき企業価値向上のための諸

施策を実行してまいりました。

　構造改革では、2020年度に実施した早期退職優遇制度による人件費等の固定費の削減に加え、スマートファクト

リー化やアルミ電解コンデンサ用電極箔の生産設備稼働率の向上などによる生産性の改善を進めてまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は1,024億91百万円（前年

同期比28.3％増）、営業利益は60億91百万円（前年同期比334.0％増）、経常利益は57億36百万円（前年同期比

629.5％増）となりました。また、独占禁止法関連損失の計上などにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は

136億72百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純利益５億41百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,499億４百万円となり前連結会計年度末に比べて104億55百万

円増加いたしました。

　流動資産は、911億57百万円となり96億34百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加37

億37百万円などであります。固定資産は、587億46百万円となり８億20百万円増加いたしました。

　負債は、1,097億24百万円となり221億80百万円増加いたしました。主な要因は、未払金の増加187億13百万円な

どであります。

　純資産は、401億79百万円となり前連結会計年度末に比べて117億25百万円減少いたしました。主な要因は、親会

社株主に帰属する四半期純損失の計上などであります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の37.0％から

26.6％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

　通期の連結業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ、2021年11月４日に公表いたしました2022年

３月期（通期）の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（2022年２

月３日）公表の「特別損失の計上、通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,725 24,348

受取手形及び売掛金 25,208 28,945

商品及び製品 12,055 13,895

仕掛品 8,655 11,239

原材料及び貯蔵品 4,818 6,127

その他 7,066 6,609

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 81,523 91,157

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,060 41,784

減価償却累計額 △30,647 △31,629

建物及び構築物（純額） 10,412 10,155

機械装置及び運搬具 125,112 127,396

減価償却累計額 △110,927 △113,468

機械装置及び運搬具（純額） 14,184 13,927

工具、器具及び備品 14,868 15,451

減価償却累計額 △13,241 △13,638

工具、器具及び備品（純額） 1,626 1,813

土地 6,917 6,932

リース資産 1,694 1,556

減価償却累計額 △939 △918

リース資産（純額） 754 637

使用権資産 3,040 3,325

減価償却累計額 △671 △1,018

使用権資産（純額） 2,369 2,306

建設仮勘定 2,183 2,802

有形固定資産合計 38,448 38,574

無形固定資産 1,661 1,754

投資その他の資産

投資有価証券 15,130 15,877

その他 2,703 2,558

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 17,815 18,417

固定資産合計 57,925 58,746

資産合計 139,448 149,904

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
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,815 10,257

短期借入金 29,142 29,683

未払金 3,131 21,844

未払法人税等 584 788

賞与引当金 1,782 1,128

その他 10,822 14,127

流動負債合計 54,278 77,829

固定負債

長期借入金 23,894 23,372

環境安全対策引当金 22 －

退職給付に係る負債 5,029 4,782

その他 4,318 3,740

固定負債合計 33,265 31,894

負債合計 87,543 109,724

純資産の部

株主資本

資本金 24,310 24,310

資本剰余金 21,224 21,224

利益剰余金 4,440 △9,232

自己株式 △105 △108

株主資本合計 49,870 36,194

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 721 797

為替換算調整勘定 168 1,877

退職給付に係る調整累計額 846 1,016

その他の包括利益累計額合計 1,736 3,692

非支配株主持分 297 292

純資産合計 51,904 40,179

負債純資産合計 139,448 149,904
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 79,857 102,491

売上原価 65,054 79,784

売上総利益 14,802 22,706

販売費及び一般管理費 13,399 16,615

営業利益 1,403 6,091

営業外収益

受取利息 20 27

受取配当金 107 116

持分法による投資利益 328 509

その他 35 27

営業外収益合計 492 681

営業外費用

支払利息 520 600

為替差損 502 382

その他 86 52

営業外費用合計 1,109 1,036

経常利益 786 5,736

特別利益

固定資産売却益 0 6

投資有価証券売却益 241 －

特別利益合計 242 6

特別損失

固定資産処分損 4 33

投資有価証券評価損 356 －

独占禁止法関連損失 － 18,403

特別損失合計 360 18,436

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（△）
668 △12,694

法人税、住民税及び事業税 305 1,096

法人税等調整額 △163 △100

法人税等合計 142 995

四半期純利益又は四半期純損失（△） 525 △13,689

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △15 △17

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
541 △13,672

（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３四半期連結累計期間）
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 525 △13,689

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 241 63

為替換算調整勘定 △1,155 1,526

退職給付に係る調整額 135 167

持分法適用会社に対する持分相当額 50 210

その他の包括利益合計 △728 1,967

四半期包括利益 △202 △11,722

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △171 △11,716

非支配株主に係る四半期包括利益 △30 △5

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関す

る会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時か

ら当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し

ております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を適用しておりません。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金期首残高に与え

る影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影

響はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２コンデンサ

売上高

外部顧客への売上高 76,532 3,324 79,857

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 76,532 3,324 79,857

セグメント利益 1,089 313 1,403

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２コンデンサ

売上高

日本 16,756 3,174 19,931

中国 32,952 139 33,091

米州 11,306 15 11,322

欧州 13,331 0 13,332

その他 24,191 622 24,814

顧客との契約から生じる収益 98,537 3,953 102,491

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 98,537 3,953 102,491

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 98,537 3,953 102,491

セグメント利益 5,709 381 6,091

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12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

（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。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12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並びに収益の分解情報

（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、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。

　２.報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更し

ております。

　当該変更が報告セグメントの売上高及び利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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