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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 3,906 ― 256 ― 266 ― 147 ―
20年3月期第1四半期 4,022 ― 419 ― 421 ― 251 ―

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

21年3月期第1四半期 13.63 ―
20年3月期第1四半期 23.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 21,591 13,055 60.5 1,208.42
20年3月期 21,649 13,060 60.3 1,204.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,055百万円 20年3月期  13,060百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 7,750 △11.0 280 △66.0 270 △65.7 160 △66.0 14.75
通期 16,530 △3.6 620 △52.6 590 △48.5 350 △50.0 32.27

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予 
  想数値と異なる場合があります。 
２．上記の業績予想に関する事項は、３ページ「【定性的情報】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 
  （企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,953,582株 20年3月期  10,953,582株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  150,015株 20年3月期  107,215株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,833,453株 20年3月期第1四半期  10,902,295株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期のわが国経済は、米国サブプライム問題をきっかけとする金融市場の動揺が残り、

世界的に景気の減速傾向が強まるなか、一方では原油、食料品などの一次産品の価格高騰によるイ

ンフレ懸念も台頭し、国内経済は景気の減速と物価上昇の二つの懸念材料が高まる展開となりまし

た。

　当社グループの関連市場であるエレクトロニクス業界におきましては、景気の減速観を受け、昨

年末来の電子関連部品の在庫調整が終結しないまま、一進一退の「踊り場」的局面で推移している

ものと思われます。

　このようななか、事業分野別に成果は異なるものの当第１四半期の売上高は、39億６百万円（前

年同期比１億１千５百万円、2.9％減）の実績となりました。利益面につきましては、セパレータ事

業の原材料価格および原油価格の高騰ならびに回路基板事業の稼働率低下による売上原価の上昇を

受け、営業利益は２億５千６百万円（前年同期比１億６千２百万円、38.7％減）、経常利益は２億

６千６百万円（前年同期比１億５千４百万円、36.8％減）、四半期純利益につきましては１億４千

７百万円（前年同期比１億３百万円、41.3％減）の実績となりました。

　当第１四半期の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。なお、営業損益および

その他事業の売上高につきましては、当第１四半期より開示をおこなっておりますので、前年同期

比は省略しております。

〔セパレータ事業〕

　セパレータ事業の当第１四半期の売上高は、33億１千８百万円（前年同期比１億８千５百万円、

5.9％増）となりましたが、原材料価格等の高騰による売上原価の上昇により、営業利益は、３億

２百万円の実績となりました。品目別の業績は次のとおりであります。

・コンデンサ用セパレータ

　五輪特需による関連製品用の受注は盛り上がりを欠いたまま推移しましたが、デジタル関連機

器のほか、省エネ、産業機器用需要が引続き堅調に推移しました結果、当第１四半期の売上高は

29億４千４百万円（前年同期比１億５千６百万円、5.6％増）の実績となりました。

・電池用セパレータ

　主力のアルカリマンガン乾電池用セパレータは、受注の停滞が見られますが、特殊用途向け製

品の増加により、当第１四半期の売上高は３億７千３百万円（前年同期比２千８百万円、8.4％

増）の実績となりました。

〔回路基板事業〕

　携帯型ゲーム機ピックアップ用ＦＦＣは順調に推移しましたが、前年度高水準であった手ぶれ

防止機能付デジタルカメラ用ＦＦＣについては、受注の減少が続いており、当第１四半期の売上

高は５億４千８百万円（前年同期比２億８千６百万円、34.3％減）、営業利益１百万円となりま

した。

〔その他の事業〕

　その他の事業は、当第１四半期の売上高は４千万円、営業損失４千６百万円の実績となりまし

た。品目別の業績は、次のとおりであります。

・介護ソフト・介護福祉機器

　介護関連ソフト中心に営業を展開した結果、当第１四半期の売上高は３千９百万円の実績とな

りました。

・設備エンジニアリング

　特殊用途向けの乾式不織布製造のノウハウを活用し、不織布設備の設計・販売・技術指導等の

エンジニアリング事業をおこなっておりますが、当第１四半期において検収となる案件がなかっ

たことにより、売上高は95万円の実績となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、売上債権および棚卸資産等の増加がありましたが、有形固定

資産の減価償却実施が進み、前連結会計年度末に比べ５千７百万円減少し、215億９千１百万円とな

りました。

　負債につきましては、長期借入金の約定返済が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ５

千２百万円減少し、85億３千６百万円となりました。また、純資産の部は当第１四半期純利益１億

４千７百万円を計上したことによる利益剰余金の増加等があるものの、前期決算に係る利益配当お

よび自己株式の取得等による減少により前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、130億５千５百万

円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、売上につきましては概ね計画どおりに推移しておりますが、利益面につ

きましては、計画を上回っているものの原材料価格および原油価格の高騰ならびに今後の景気減速

懸念を考慮し、第２四半期連結累計期間および通期におきましては、平成20年５月14日付「平成20

年３月期　決算短信」に記載いたしました、当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31

日）の業績予想を変更しておりません。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用して

おります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

これにより営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益がそれぞれ42,231千円減少

しております。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し連結決算上必要な修正

をおこなっております。

これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）

　当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期

連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

この変更により営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益がそれぞれ22,225千円減

少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,653,390 1,926,574

受取手形及び売掛金 3,254,645 2,960,021

製品 272,231 268,402

半製品 729,966 662,260

原材料 1,441,275 1,453,807

仕掛品 125,791 97,559

その他 1,151,283 1,013,204

貸倒引当金 △184 △181

流動資産合計 8,628,398 8,381,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,281,094 3,346,555

機械装置及び運搬具（純額） 6,024,644 6,223,691

土地 1,638,422 1,638,422

建設仮勘定 49,129 71,457

その他（純額） 332,973 352,889

有形固定資産合計 11,326,264 11,633,016

無形固定資産 61,006 59,402

投資その他の資産   

投資有価証券 596,300 554,027

繰延税金資産 441,092 445,836

その他 554,834 591,431

貸倒引当金 △16,050 △16,050

投資その他の資産合計 1,576,178 1,575,245

固定資産合計 12,963,449 13,267,663

資産合計 21,591,848 21,649,312



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,277,458 1,315,581

短期借入金 706,535 617,277

未払金 2,445,362 2,209,709

未払法人税等 27,704 153,588

その他 2,394,006 2,465,813

流動負債合計 6,851,067 6,761,970

固定負債   

長期借入金 975,000 1,125,000

退職給付引当金 520,935 515,219

役員退職慰労引当金 175,760 171,910

その他 13,789 15,180

固定負債合計 1,685,485 1,827,309

負債合計 8,536,552 8,589,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,241,749 2,241,749

資本剰余金 3,942,762 3,942,762

利益剰余金 6,978,495 6,928,426

自己株式 △129,607 △97,479

株主資本合計 13,033,401 13,015,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,018 4,782

為替換算調整勘定 △8,123 39,790

評価・換算差額等合計 21,895 44,572

純資産合計 13,055,296 13,060,032

負債純資産合計 21,591,848 21,649,312



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,906,730

売上原価 2,946,003

売上総利益 960,727

販売費及び一般管理費 703,803

営業利益 256,923

営業外収益  

受取利息 594

受取配当金 4,261

為替差益 42,321

その他 4,012

営業外収益合計 51,189

営業外費用  

支払利息 9,643

持分法による投資損失 26,519

その他 5,459

営業外費用合計 41,623

経常利益 266,489

特別損失  

固定資産除却損 1,144

投資有価証券評価損 969

特別損失合計 2,114

税金等調整前四半期純利益 264,375

法人税、住民税及び事業税 22,537

法人税等調整額 94,151

法人税等合計 116,688

四半期純利益 147,686



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

   【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
セパレータ

事業
（千円）

回路基板
事業

（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,318,024 548,227 40,478 3,906,730 ― 3,906,730

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 3,318,024 548,227 40,478 3,906,730 ― 3,906,730

営業利益又は営業損失(△) 302,133 1,154 △46,363 256,923 ― 256,923

　（注）１．事業区分の方法は、製品の種類、性質および製造方法の相違を勘案して区分しております。

２．各事業の主な製品等

セパレータ事業　　アルミ電解コンデンサ用セパレータ、導電性高分子固体電解コンデンサ用セパレータ、

電気二重層コンデンサ用セパレータ、マンガン乾電池・アルカリマンガン乾電池・リ

チウム電池・ニッケル水素電池用セパレータ、特殊電池用セパレータ、産業用特殊紙

回路基板事業　　　ＦＦＣ（超薄型フレキシブル基板）、ソクシール（耐熱性接着剤）、カバーレイイン

ク

その他の事業　　　介護支援ソフト、センサーコールシステム、不織布設備の設計・販売・技術指導

（５）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,022,119

Ⅱ　売上原価 2,928,395

売上総利益 1,093,723

Ⅲ　販売費及び一般管理費 674,399

営業利益 419,323

Ⅳ　営業外収益 23,565

Ⅴ　営業外費用 21,468

経常利益 421,420

Ⅵ　特別損失 133

税金等調整前四半期純利益 421,286

税金費用 169,877

四半期純利益 251,409

－ 2 －
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