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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 8,058 ― 444 ― 416 ― 188 ―
20年3月期第2四半期 8,711 4.7 824 3.5 787 △1.2 470 0.1

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 17.47 ―
20年3月期第2四半期 43.14 ―

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 22,205 13,022 58.6 1,210.26
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2四半期  13,022百万円 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 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 16,360 △4.6 570 △56.4 560 △51.1 270 △61.4 25.09

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、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） 

（注）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・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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2四半期  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2四半期  193,715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2四半期  10,805,189株 20年3月期第2四半期  10,902,324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２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国サブプライム問題に端を発した金融危機による

世界経済の減速・低迷感が高まるなか、自動車や機械に代表される輸出産業の増勢鈍化等を背景に

設備や雇用に過剰感が広がるとともに株安・物価高による消費者心理の冷え込みも影響し、景況感

は更に後退することが予想され、経済情勢は厳しい状況が続いております。 

 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、一進一退の業況を予想し

ておりましたが、世界的な景気の減速により、関連製品の需要停滞が起こり生産活動は低下傾向に

あります。 

  このようななか、当第２四半期連結累計期間の売上高は80億５千８百万円（前年同期比６億５千

２百万円、7.5％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の

高止まりや原油価格の高騰および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４億４千４百万円（前年同期比３億７千９百万円、46.0％減）、経常利益は４億１千６百万円

（前年同期比３億７千１百万円、47.1％減）、四半期純利益につきましては１億８千８百万円（前

年同期比２億８千１百万円、59.9％減）の実績となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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、前

年同期比は参考として記載しております。 

 ［セパレータ事業］ 

 セパレータ事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は66億３千万円（前年同期比７千２百万

円、1.1％増）となりました。昨今の度重なる原材料および原油価格の高騰を受け、順次、製品価

格の改定を進めてまいりましたが、営業利益は５億２千４百万円（前年同期比１千１百万円、

2.1％減）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 

 デジタル関連機器や車載、産業機器用等の需要が低迷し販売数量は下降傾向にありますが、製

品価格の改定および高機能コンデンサ用向けセパレータの受注が堅調に推移しました結果、当第

２四半期連結累計期間の売上高は58億７千３百万円（前年同期比５千７百万円、1.0％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、製品価格の改定

および選別受注による販売単価の上昇により、当第２四半期連結累計期間の売上高は７億５千６

百万円（前年同期比１千５百万円、2.1％増）の実績となりました。 

 ［回路基板事業］ 

 携帯型ゲーム機や携帯型音楽プレーヤー用ＦＦＣの受注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の受注減少により、当第２四半期連結累計

期間の売上高は13億５千１百万円（前年同期比５億６千１百万円、29.4％減）、営業損失は１千

３百万円（前年同期は３億２千６百万円の営業利益）の実績となりました。 

 ［その他の事業］ 

 その他の事業は、当第２四半期連結累計期間の売上高は７千７百万円（前年同期比１億６千３

百万円、67.9％減）、営業損失は６千５百万円（前年同期は３千７百万円の営業損失）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２四半期連結累計期間の売上高は６千６百万

円（前年同期比２千１百万円、24.9％減）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２四半期連結累計期間の検収は小型案件にと

どまり、売上高は１千１百万円（前年同期は１億５千２百万円の売上高）の実績となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、有形固定資産の減価償却実施が進みましたが、

売上債権、棚卸資産およびその他の資産等の増加があり、前連結会計年度末に比べ５億５千６百万

円増加し、222億５百万円となりました。 

 負債につきましては、長期借入金の約定返済を進めましたが、長期借入金の調達、仕入債務およ

びその他の負債等の増加があり、前連結会計年度末に比べ５億９千４百万円増加し、91億８千３百

万円となりました。また、純資産の部は四半期純利益１億８千８百万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、前期決算に係る配当金の支払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３千７百万円減少し、130億２千２百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の見通しにつきましては、世界的な金融危機が実体経済に本格的に影響を及ぼ

し、第２四半期連結累計期間以上に厳しい経済環境が予想され、当面は需要の減少傾向が続くもの

と思われます。特に、手ぶれ防止機能付デジタルカメラ用ＦＦＣの受注減少が続いており、回路基

板事業は大幅な減収を見込んでおります。このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は平成20

年10月17日「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表しましたとおり、売上高は163億６千万円

(前期比4.6％減)となり、利益につきましてはセパレータの価格改定による増益要素もあるものの、

需要停滞に伴う稼働率低下による原価高は避けられないものと思われます。このため営業利益は５

億７千万円(前期比56.4％減)、経常利益は５億６千万円(前期比51.1％減)となり、当期純利益は

「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく減損損失を特別損失に計上したことにより２億７千万

円(前期比61.4％減)となる見込みであります。 

 セグメント別通期連結売上高予想 

※【その他事業】の設備エンジニアリングは、第４四半期連結会計期間において大型案件の検収を

予定しております。 

品    目 売上高（百万円） 対前期実績比（％） 

【セパレータ事業】 12,870 97.8 

・コンデンサ用セパレータ (11,460) (98.2) 

・電池用セパレータ  (1,410) (94.4) 

【回路基板事業】   2,300 71.4 

【その他事業】    1,190 156.0 

・介護ソフト・介護福祉機器  (130) (92.4) 

・設備エンジニアリング   (1,060) (170.4) 

合    計 16,360 95.4 



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）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。 

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、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44,239千円減

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 

  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、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52,615千円

減少しております。 



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 1,472,790 1,926,574

受取手形及び売掛金 3,343,543 2,960,021

製品 231,346 268,402

半製品 756,630 662,260

原材料 1,678,789 1,453,807

仕掛品 119,388 97,559

その他 1,858,835 1,013,204

貸倒引当金 △188 △181

流動資産合計 9,461,136 8,381,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,226,812 3,346,555

機械装置及び運搬具（純額） 5,836,521 6,223,691

土地 1,638,422 1,638,422

建設仮勘定 61,394 71,457

その他（純額） 357,360 352,889

有形固定資産合計 11,120,511 11,633,016

無形固定資産 81,500 59,402

投資その他の資産   

投資有価証券 483,305 554,027

繰延税金資産 526,417 445,836

その他 548,807 591,431

貸倒引当金 △16,050 △16,050

投資その他の資産合計 1,542,480 1,575,245

固定資産合計 12,744,493 13,267,663

資産合計 22,205,630 21,649,312



（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 1,714,434 1,315,581

短期借入金 510,064 617,277

1年内返済予定の長期借入金 1,190,000 1,260,000

未払金 2,159,265 2,209,709

未払法人税等 176,523 153,588

その他 1,536,510 1,205,813

流動負債合計 7,286,799 6,761,970

固定負債   

長期借入金 1,165,000 1,125,000

退職給付引当金 530,987 515,219

役員退職慰労引当金 179,610 171,910

その他 21,020 15,180

固定負債合計 1,896,617 1,827,309

負債合計 9,183,416 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 7,019,524 6,928,426

自己株式 △163,249 △97,479

株主資本合計 13,040,788 13,015,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,754 4,782

為替換算調整勘定 15,180 39,790

評価・換算差額等合計 △18,574 44,572

純資産合計 13,022,214 13,060,032

負債純資産合計 22,205,630 21,649,312



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 8,058,840

売上原価 6,215,821

売上総利益 1,843,018

販売費及び一般管理費 1,398,254

営業利益 444,764

営業外収益  

受取利息 2,061

受取配当金 4,523

為替差益 14,208

受取手数料 13,562

その他 6,677

営業外収益合計 41,032

営業外費用  

支払利息 18,957

持分法による投資損失 40,056

その他 10,068

営業外費用合計 69,083

経常利益 416,713

特別損失  

固定資産除却損 7,560

投資有価証券評価損 2,421

減損損失 86,382

特別損失合計 96,364

税金等調整前四半期純利益 320,349

法人税、住民税及び事業税 162,665

法人税等調整額 △31,031

法人税等合計 131,633

四半期純利益 188,715



 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） 

 （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。 

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 6,630,166 1,351,364 77,308 8,058,840 ― 8,058,840 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

計 6,630,166 1,351,364 77,308 8,058,840 ― 8,058,840 

営業利益又は営業損失(△) 524,187 △13,670 △65,753 444,764 ― 444,764 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   8,711,333 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,523,357 74.9 

売上総利益   2,187,975 25.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,363,685 15.7 

営業利益   824,289 9.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,855     

２．受取配当金 3,799     

３．受取手数料 12,041     

４．その他 4,484 22,181 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 23,093     

２．持分法による投資損失 14,478     

３．為替差損 13,743     

４．その他 7,164 58,480 0.7 

経常利益   787,990 9.0 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益  1,521 1,521 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 2,938     

２．固定資産除却損 1,233 4,171 0.0 

税金等調整前中間純利益   785,340 9.0 

法人税、住民税及び事業税 320,293     

法人税等調整額 △5,296 314,997 3.6 

中間純利益   470,343 5.4 

        



（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （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、おむつ濡れセンサー、徘徊センサー、不織布設備の設計・販売・技術

指導  

  
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 6,557,628 1,912,809 240,896 8,711,333 － 8,711,333 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 6,557,628 1,912,809 240,896 8,711,333 － 8,711,333 

営業費用 6,022,410 1,586,170 278,462 7,887,043 － 7,887,043 

営業利益又は営業損失（△） 535,217 326,638 △37,566 824,289 － 824,289 
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