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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 37,385 ― 3,160 ― 2,584 ― 1,310 ―
20年3月期第2四半期 34,078 13.6 1,667 △5.6 1,293 13.4 558 65.0

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2四半期 25.79 ―
20年3月期第2四半期 10.99 ―

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2四半期 50,149 22,835 44.8 441.89
20年3月期 52,655 21,836 40.8 422.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,441百万円 20年3月期  21,458百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 80,000 2.5 6,700 17.1 5,500 6.0 3,000 2.3 58.90

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  

詳細は、４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） 

詳細は、４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）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（２）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１
４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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  50,935,500株 20年3月期  50,935,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  149,504株 20年3月期  132,313株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  50,793,579株 20年3月期第2四半期  50,813,281株
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【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２四半期累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱の中で、輸出の減少と原材料価格の高騰などが企業収益を大きく圧迫したほか、個人消費も急速に

冷え込むなど、景気は日を追うごとに悪化してまいりました。 

このような状況下、当社グループでは、環境に優しい新技術・新製品の早期開発、製品の品質向上に努

めるとともに、積極的な原価低減など収益力向上を図ってまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間における連結業績につきましては、売上高は車両用電池の伸長により

373 億８千５百万円（前年同期比 10％増）となり、利益面も、高付加価値製品への転換、原価低減、新規

顧客・用途の開拓、原材料価格の低下などから、営業利益 31 億６千万円（前年同期比 90％増）、経常利

益 25 億８千４百万円（前年同期比 100％増）、四半期純利益 13 億１千万円（前年同期比 135％増）と大

幅に増加しました。 

部門別の営業の状況は以下のとおりであります。 

 

<電池・電気機器部門> 

当部門の売上高は 260 億３千５百万円（前年同期比 17％増）、営業利益は 22 億３千５百万（前年同期

比 462%増）となりました。 

①車両用電池 

車両用電池の売上高は 158 億５千３百万円（前年同期比 26％増）となりました。 

■自動車用電池 

補修用では、景気後退の影響などから需要が減少する中で、新規顧客開拓と価格改定から伸長するこ

とができました。また、新車用も、環境対応高回生車両用電池の好調と価格改定が合い俟って、大幅に

増加しました。さらに、中国市場でも大幅に増加することができました。 

■フォークリフト用電池 

補修用では、台湾や韓国などアジア向けの輸出が増加しましたが、国内需要が減少したことから、ほ

ぼ横ばいとなりました。一方、新車用ではガソリン式から環境に優しいバッテリー式へシフトが続いて

おり、大幅な伸びを示しました。 

 

②産業用電池・電気機器 

産業用電池・電気機器の売上高は 101 億８千１百万円（前年同期比６％増）となりました。 

■産業用電池 

産業用電池では、有線系通信事業及び電力会社向けの更新需要が増加したほか、インターネットデー

タセンター(ＩＤＣ)向けの需要も加わり、順調な成果をあげることができました。なお、今後成長が期

待される風力発電用途の開拓も積極的に進めております。 

■小形電池 

小形シール鉛電池では、交流無停電電源装置（ＵＰＳ）の需要が縮小し、減少しました。またニカド

電池も、昨年好調であった防災分野が減退したことなどから、大きく減少しました。 

■電源システム機器 

電源システム機器では、携帯電話中継基地局の新規投資が低調であったことから、原子力関係の大口

物件獲得に成果を上げたものの、大幅な減少を余儀なくされました。 

■ゴルフカート 

ゴルフカートでは、戦略製品であるバッテリー式乗用カートＥＣＯ５の拡販に成果を上げたものの、

競争の激化から若干減少しました。 
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<合成樹脂部門> 

当部門の売上高は 113 億５千万円（前年同期比４％減）、営業利益は９億１千６百万円（前年同期比 27％

減）となりました。 

①成形品 

成形品の売上高は 73 億７千万円（前年同期比５％減）となりました。 

■成形品 

熱可塑性樹脂成形品では、ＩＰＭ（インテリジェント・パワー・モジュール）用ハウジングは、ハイ

ブリッド車の販売が引き続き好調なことから堅調に推移しましたが、その他の製品が自動車減産の影響

を受け、前年同期実績に及びませんでした。 

熱硬化性樹脂成形品では、バランスシャフトシステム用高強度樹脂ギヤは堅調に推移しましたが、全

体的には自動車減産の影響を受け、減少しました。 

■シート品 

  シート品では、真空成形用途の市場縮小などから前年同期実績に及びませんでした。 

 

②電子材料 

電子材料の売上高は 39 億７千９百万円（前年同期比３％減）となりました。 

■積層品・シールド板 

積層品、シールド板は、車載用は自動車の電子化拡大により堅調でしたが、民生用は景気後退の影響

による落ち込みが大きく、減少しました。 

 
(注) 前年同期比は参考として記載しております。 

 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期末の総資産は、前期末から 25 億６百万円減少し 501 億４千９百万円となりました。流動

資産は、売掛金の回収などにより 19 億１千４百万円減少し 266 億９千４百万円となりました。固定資産

は、設備投資の増加により有形固定資産が増加しましたが、持分法適用会社の損失、及び、株式相場の下

落などにより投資有価証券の評価額が減少したことから、５億９千１百万円減少し 234 億５千５百万円と

なりました。 

負債は、前期末から 35 億５百万円減少し 273 億１千３百万円となりました。流動負債は、短期借入金

の減少や前期に係る法人税等の納付による未払法人税等の減少などから 30 億９千２百万円減少し、201 億

９千５百万円となりました。固定負債は、平成 19 年４月に移行した確定拠出年金制度に係る長期未払金

が拠出により減少したことなどから４億１千２百万円減少し 71 億１千８百万円となりました。 

なお、有利子負債は、前期末から 12 億５千６百万円減少し 86 億１千万円となりました。 

純資産は、前期末から９億９千８百万円増加し 228 億３千５百万円となりました。 

 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第 2 四半期累計期間においては、製法転換による原価低減と高付加価値製品への製品転換が進んだこと

及び原材料価格が低下したこと等により連結･個別ともに増益でしたが、通期におきましては今後の世界

経済が極めて厳しい状況になると予想されることに加え自動車業界においても生産の減少懸念等の理由

により、前記の予想としております。 
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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 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定してい

ます。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用しています。 

 

(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 平成 19 年３月

14 日）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 平成

19 年３月 14 日）を適用しています。 

 また、当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成 19 年内閣府令第 64 号）に基づいて作成しています。 

 

②リース取引に関する会計基準の適用（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17

日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始後のリース取引で、これらの

会計基準等に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づ

き所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響額は軽微であります。  

 

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 

 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）を適用しています。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 922 1,146

受取手形及び売掛金 15,269 18,191

製品 3,371 2,229

半製品 860 687

原材料 2,155 2,450

仕掛品 2,284 2,031

その他 1,862 1,910

貸倒引当金 △33 △38

流動資産合計 26,694 28,608

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 37,672 36,753

減価償却累計額 △29,529 △28,705

機械装置及び運搬具（純額） 8,143 8,047

その他 25,717 24,992

減価償却累計額 △18,248 △17,757

その他（純額） 7,468 7,235

有形固定資産合計 15,611 15,282

無形固定資産 171 193

投資その他の資産   

投資有価証券 4,187 4,965

その他 3,656 3,834

貸倒引当金 △172 △229

投資その他の資産合計 7,671 8,570

固定資産合計 23,455 24,047

資産合計 50,149 52,655
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

買掛金 6,287 7,274

短期借入金 6,710 7,966

未払法人税等 1,010 1,957

その他 6,188 6,089

流動負債合計 20,195 23,288

固定負債   

長期借入金 1,900 1,900

退職給付引当金 4,463 4,473

役員退職慰労引当金 341 369

その他 413 787

固定負債合計 7,118 7,531

負債合計 27,313 30,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,546 2,546

資本剰余金 3,007 3,007

利益剰余金 16,842 15,786

自己株式 △79 △64

株主資本合計 22,318 21,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 361 408

繰延ヘッジ損益 △25 △13

為替換算調整勘定 △212 △213

評価・換算差額等合計 123 181

少数株主持分 393 377

純資産合計 22,835 21,836

負債純資産合計 50,149 52,655
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 37,385

売上原価 28,962

売上総利益 8,422

販売費及び一般管理費 5,261

営業利益 3,160

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 34

受取保険金 147

その他 227

営業外収益合計 413

営業外費用  

支払利息 90

持分法による投資損失 542

その他 356

営業外費用合計 989

経常利益 2,584

特別利益 －

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 2,584

法人税、住民税及び事業税 997

法人税等調整額 258

法人税等合計 1,256

少数株主利益 17

四半期純利益 1,310
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　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）を適用している。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いる。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はない。

（４）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

項目
電池・電気機
器製品
（百万円）

合成樹脂製品
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 26,035 11,350 37,385 － 37,385

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

　計 26,035 11,350 37,385 (－) 37,385

営業利益 2,235 916 3,152 8 3,160

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はない。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）中間連結損益計算書

前第２四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

科目

前年中間期
（平成19年９月中間期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 34,078

Ⅱ　売上原価 27,375

売上総利益 6,702

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,035

営業利益 1,667

Ⅳ　営業外収益 226

(受取利息及び配当金) (31)

(その他の営業外収益) (194)

Ⅴ　営業外費用 600

(支払利息) (89)

(その他の営業外費用) (510)

経常利益 1,293

Ⅵ　特別利益 17

(確定拠出年金移行差益) (17)

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前中間純利益 1,311

法人税、住民税及び事業税 530

法人税等調整額 198

少数株主利益 24

中間純利益 558

（２）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

項目
電池・電気機
器製品
（百万円）

合成樹脂製品
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 22,245 11,832 34,078 － 34,078

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

　計 22,245 11,832 34,078 (－) 34,078

営業利益 397 1,261 1,659 8 1,667
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