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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 55,932 ― 4,589 ― 3,549 ― 1,756 ―
20年3月期第3四半期 55,145 17.6 3,133 1.7 2,695 31.4 1,379 106.6

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3四半期 34.58 ―
20年3月期第3四半期 27.14 ―

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3四半期 47,990 21,977 45.0 425.17
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3四半期  21,591百万円 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  有   

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 72,000 △7.8 5,200 △9.1 3,100 △40.3 1,100 △62.5 21.66

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、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） 

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3四半期  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3四半期  152,141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3四半期  50,790,686株 20年3月期第3四半期  50,810,650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３四半期累計期間における我が国経済は、米国に端を発した金融危機の影響による世界的な景気減速

が我が国にも波及し、各方面での急激な需要の落込みに加え円高の影響も合い俟って、特に昨年後半から当

社主要顧客である自動車業界を中心に業績が大幅に悪化してまいりました。 

このような状況下、当第３四半期累計期間における連結業績につきましては、電池部門が第２四半期まで

好調であったため、売上高 559 億３千２百万円（前年同期比１％増）、営業利益 45 億８千９百万円（前年同

期比 46％増）、経常利益 35 億４千９百万円（前年同期比 32％増）、四半期純利益 17 億５千６百万円（前年

同期比 27％増）となりました。 

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、400 億４千６百万円（前年同期比７％増）となりました。 

■車両用電池 

車両用電池の売上高は、243 億４千４百万円（前年同期比 11％増）となりました。 

自動車用電池は、景気後退から需要が減少する中、新規ルート開拓や環境対応高回生車両用電池の好調、

並びに販売価格の改定効果に支えられ増加しました。フォークリフト用電池は、国内外とも需要の落ち込み

に伴い補修用はやや減少しましたが、新車用は拡販努力及び販売価格の改定効果により増加しました。 

■産業用電池・電気機器 

産業用電池・電気機器の売上高は、157 億１百万円（前年同期比 2％増）となりました。 

電源システム機器は携帯電話中継基地局の設備投資低調により、ゴルフカートも競争の激化などから大き

く減少しましたが、産業用電池の有線系通信事業における更新需要増により伸長しました。 

 

合成樹脂部門 

当部門の売上高は、158 億８千６百万円（前年同期比 11％減）となりました。 

■成形品 

成形品の売上高は、106 億３百万円（前年同期比９％減）となりました。 

世界的に自動車生産が急激に落ち込んでおり、戦略製品である高強度樹脂ギヤ、ＩＰＭ（インテリジェン

ト・パワー・モジュール）用ハウジングは第２四半期までは順調な伸びを示しましたが、当四半期は北米を

はじめとした新車販売低調の影響を受け減少しました。熱硬化性樹脂成形品も、自動車市場悪化の影響を受

け、シート品とともに大幅に減少しました。 

■電子材料 

電子材料の売上高は、52億８千２百万円（前年同期比 15％減）となりました。 

電子材料は自動車用、民生用ともに需要の低迷により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３四半期末の総資産は、前連結会計年度末から 46億６千５百万円減少し 479億９千万円となりました。

流動資産は、売掛金の回収などにより 28 億６千５百万円減少し 257 億４千２百万円となりました。固定資産

は、持分法適用会社の損失の計上、及び、株式相場の下落に伴う投資有価証券の評価額の減少などにより、

17 億９千９百万円減少し 222 億４千７百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末から 48 億６百万円減少し 260 億１千２百万円となりました。流動負債は、鉛価

格下落に伴う買掛金の減少に加えて短期借入金の減少や前期及び中間申告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 44 億２千４百万円減少し、188 億６千３百万円となりました。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３億８千２百万円

減少し 71 億４千８百万円となりました。 

なお、有利子負債は、前連結会計年度末から６億６千３百万円減少し 92 億３百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末から１億４千１百万円増加し 219 億７千７百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
世界の景気は大幅かつ急激に悪化し世界同時不況の様相を呈しており、我が国においても全面的な景気悪化

となっております。特に自動車業界の不振は過去に例を見ないほどであります。 

 このような状況の中、当社グループを取り巻く事業環境は益々厳しくなると予想されることから、連結及

び個別ともに１月 27 日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高および利益の予想数値

を下方修正します。 

  
 
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。 

 これによる当第３四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。 

 これによる当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,042 1,146

受取手形及び売掛金 14,899 18,191

製品 3,155 2,229

半製品 752 687

原材料 2,041 2,450

仕掛品 2,158 2,031

その他 1,723 1,910

貸倒引当金 △31 △38

流動資産合計 25,742 28,608

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 37,711 36,753

減価償却累計額 △30,037 △28,705

機械装置及び運搬具（純額） 7,674 8,047

その他 26,147 24,992

減価償却累計額 △18,556 △17,757

その他（純額） 7,591 7,235

有形固定資産合計 15,265 15,282

無形固定資産 172 193

投資その他の資産   

投資有価証券 3,075 4,965

その他 3,906 3,834

貸倒引当金 △172 △229

投資その他の資産合計 6,809 8,570

固定資産合計 22,247 24,047

資産合計 47,990 52,655
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,162 7,274

短期借入金 7,303 7,966

未払法人税等 72 1,957

その他 6,325 6,089

流動負債合計 18,863 23,288

固定負債   

長期借入金 1,900 1,900

退職給付引当金 4,490 4,473

役員退職慰労引当金 344 369

その他 414 787

固定負債合計 7,148 7,531

負債合計 26,012 30,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,546 2,546

資本剰余金 3,008 3,007

利益剰余金 16,984 15,786

自己株式 △81 △64

株主資本合計 22,457 21,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 408

繰延ヘッジ損益 △498 △13

為替換算調整勘定 △398 △213

評価・換算差額等合計 △866 181

少数株主持分 386 377

純資産合計 21,977 21,836

負債純資産合計 47,990 52,655
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 55,932

売上原価 43,182

売上総利益 12,750

販売費及び一般管理費 8,160

営業利益 4,589

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 52

受取保険金 152

その他 300

営業外収益合計 511

営業外費用  

支払利息 134

持分法による投資損失 912

その他 504

営業外費用合計 1,551

経常利益 3,549

特別利益 －

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 3,549

法人税、住民税及び事業税 1,124

法人税等調整額 657

法人税等合計 1,781

少数株主利益 11

四半期純利益 1,756
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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。 

  

 該当事項はない。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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  40,046  15,886  55,932  －  55,932

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  ( ) －  －

 計  40,046  15,886  55,932 ( ) －  55,932

営業利益  3,686  890  4,576  12  4,589

（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）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

 Ⅰ 売上高                   55,145

 Ⅱ 売上原価                    44,289

     売上総利益                    10,856

 Ⅲ 販売費及び一般管理費                    7,722

     営業利益                     3,133

 Ⅳ 営業外収益                      394

     (受取利息及び配当金)                       (56)

     (その他の営業外収益)                      (338)

 Ⅴ 営業外費用                       832

     (支払利息)                      (136)

     (その他の営業外費用)                       (696)

     経常利益                    2,695

 Ⅵ 特別利益                       92

     (確定拠出年金移行差益)                        (17)

     (土地売却益)                       (74)

 Ⅶ 特別損失                         －

     税金等調整前四半期純利益                     2,787

     法人税等                     1,377

     少数株主利益                        31

     四半期純利益                      1,379

（２）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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  37,280  17,864  55,145  －  55,145

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  ( ) －  －

 計  37,280  17,864  55,145 ( ) －  55,145

営業利益  1,228  1,893  3,121  12  3,133
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    （３） 四半期損益の推移

　　　　　当期　(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日) （単位：百万円）

A第１四半期
(H20/4-6)

B第２四半期
(H20/7-9)

C第２四半期
累計(A+B)

D第３四半期
(H20/10-12)

E第３四半期
累計(C+D)

F第４四半期
(H21/1-3)

G通期
(E+F)

売上高 18,043 19,341 37,385 18,547 55,932 ― ―

営業利益 1,434 1,726 3,160 1,428 4,589 ― ―

経常利益 973 1,610 2,584 965 3,549 ― ―

四半期(当期)純利益 338 971 1,310 446 1,756 ― ―

　　　　　前期　(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日) （単位：百万円）

A第１四半期
(H19/4-6)

B第２四半期
(H19/7-9)

C第２四半期
累計(A+B)

D第３四半期
(H19/10-12)

E第３四半期
累計(C+D)

F第４四半期
(H20/1-3)

G通期
(E+F)

売上高 15,718 18,359 34,078 21,067 55,145 22,921 78,067

営業利益 783 884 1,667 1,466 3,133 2,587 5,720

経常利益 583 710 1,293 1,401 2,695 2,494 5,189

四半期(当期)純利益 235 323 558 820 1,379 1,552 2,931
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