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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,575 △34.1 105 △59.1 97 △63.3 29 △80.0
21年3月期第1四半期 3,906 ― 256 ― 266 ― 147 ―

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

22年3月期第1四半期 2.74 ―
21年3月期第1四半期 13.63 ―

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

22年3月期第1四半期 20,982 12,084 57.6 1,123.12
21年3月期 20,919 12,061 57.7 1,120.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,084百万円 21年3月期  12,061百万円

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

21年3月期 ― 9.00 ― 5.00 14.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

4,640 △42.4 △270 ― △230 ― △140 ― △13.01

通期 10,880 △13.9 △290 ― △210 ― △150 ― △13.94

- 1 -



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、４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。 

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） 22年3月期第1四半期 10,953,582株 21年3月期  10,953,582株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  193,455株 21年3月期  193,455株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,760,127株 21年3月期第1四半期 10,833,453株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な規模の景気後退のなかで、大企業を中心とした在庫調

整の進展により企業の生産活動の落ち込みにも歯止めがかかり、最悪期は脱したものと思われます。しかしながら、

雇用情勢の悪化や個人消費の低迷のほか、企業の設備投資は低水準で推移しており、景気は依然として先行き不透明

な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、中国の家電消費促進策の拡大や国内のエコ

ポイント効果等の各国の内需刺激策に加え、前連結会計年度末からの大幅な在庫調整の反動が相まって、業況は回復

傾向となりましたが、その持続性は不明瞭であるうえに、自動車や設備投資関係分野の回復にはまだ一定の期間を要

するものと思われます。 

 このような状況のなかセパレータ事業では、前連結会計年度後半から急激に落ち込んだ受注は、各国の景気浮揚策

効果と関連業界の在庫調整の反動により、当第１四半期連結累計期間に入り、金融危機以前の水準には届かないもの

の、予想を上回る回復を示しました。 

 回路基板事業につきましては、景気悪化による市況の低迷と厳しい価格競争が続いており、受注は大きく落ち込ん

だ状態で推移しております。 

 この結果、当社グループの、当第１四半期連結累計期間の売上高は、25億７千５百万円（前年同四半期比13億３千

１百万円、34.1％減）の実績となりました。 

 利益面につきましては、主力の二事業とも、まだまだ従来の稼働率を確保するまでには至っておりませんが、セパ

レータ事業における売上高の回復および徹底した経費削減の継続、ならびに、人件費について賃金カットおよび定期

昇給凍結による削減効果の維持を図るなどの経営合理化策を強力に推進することで、営業利益は１億５百万円（前年

同四半期比１億５千１百万円、59.1％減）、経常利益は９千７百万円（前年同四半期比１億６千８百万円、63.3％

減）、四半期純利益につきましては２千９百万円（前年同四半期比１億１千８百万円、80.0％減）を計上し、当初見

込んでおりました損失を回避することができました。 

 当第１四半期連結累計期間の主要事業の状況につきましては、次のとおりであります。 

  

 〔セパレータ事業〕 

 コンデンサ用セパレータは、受注は設備投資の低迷などから依然として本格的な回復には至っておりませんが、パ

ソコンや薄型テレビに代表されるデジタル関連機器を中心に一部回復の兆しが見えます。電池用セパレータにつきま

しては、個人消費の低迷などから受注の停滞が続いております。この結果、セパレータ事業の当第１四半期連結累計

期間の売上高は、22億９千４百万円（前年同四半期比10億２千３百万円、30.9％減）、営業利益は、２億１千１百万

円（前年同四半期比９千万円、30.0％減）の実績となりました。  

  

 〔回路基板事業〕 

 世界同時不況とセットメーカーの厳しい価格競争に伴う低価格汎用品化の影響により、新規案件の受注獲得には価

格面で厳しい状況が続いております。当事業は収益性改善のため徹底したコストダウンを推進しておりますが、現在

のところ受注の低迷が大きく、未だ収益の改善には至っておりません。当第１四半期連結累計期間の売上高は２億５

千４百万円（前年同四半期比２億９千４百万円、53.6％減）、営業損失７千８百万円（前年同四半期は１百万円の営

業利益）となりました。 

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
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 当第１四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、売上債権およびそ

の他の流動資産等の増加があり、前連結会計年度末に比べ６千３百万円増加し、209億８千２百万円となりました。 

 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、仕入債務および短期借入金の増加により、前連結会

計年度末に比べ４千万円増加し、88億９千７百万円となりました。また、純資産の部は、前期決算に係る利益配当等

の社外流出による減少があるものの、当第１四半期純利益２千９百万円を計上したことによる利益剰余金の増加等に

より、前連結会計年度末に比べ２千２百万円増加し、120億８千４百万円となりました。 

 今後の経営環境につきましては、世界同時不況による景気低迷の最悪期から徐々に脱しつつありますが、各国の雇

用問題を始め、課題は山積しており本格的な景気回復にはまだ相当の時間を要すると予想されます。 

 当第１四半期連結累計期間において、在庫調整の反動により予想を上回る回復を示したエレクトロニクス業界の動

きにつきましても、その持続力については不透明な状況であります。 

 このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、一時期の最悪の状況は脱し収益の改善は進んでおり

ますが、先行きは依然として不透明であり、慎重に考えております。 

 このため、第２四半期連結累計期間および通期におきまして、平成21年５月13日付「平成21年３月期 決算短信」

において公表いたしました連結業績予想を変更しておりません。 

 なお、今後の様々な要因によって連結業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

 該当事項はありません。 

  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。 

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準につきましては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連

結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

②販売手数料の会計処理の変更 

 当社は、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたセパレータ事業の販売手数料を、当第１四半期連

結会計期間より売上高から控除する方法に変更しました。 

 これは、近年、多様化する取引形態に対応するため、従来の会計処理について見直しをおこない、営業活動の

実態をより適正に表示するために実施したものであります。 

 この結果、売上高ならびに販売費及び一般管理費がそれぞれ209百万円減少しておりますが、営業利益、経常利

益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

 なお、前第１四半期連結累計期間売上高には、販売手数料が含まれているため、当第１四半期連結累計期間売

上高の「対前年同四半期増減率」が過大に表示されています。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,098,192 2,210,442

受取手形及び売掛金 1,801,121 1,323,585

商品及び製品 827,061 730,508

仕掛品 92,230 116,174

原材料及び貯蔵品 1,972,669 2,107,067

その他 2,000,677 1,895,225

貸倒引当金 △70 △55

流動資産合計 8,791,883 8,382,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,011,198 3,078,624

機械装置及び運搬具（純額） 5,008,797 5,260,354

土地 1,638,422 1,638,422

建設仮勘定 401,261 402,267

その他（純額） 283,659 300,433

有形固定資産合計 10,343,339 10,680,103

無形固定資産 76,973 83,000

投資その他の資産   

投資有価証券 501,942 446,783

繰延税金資産 752,315 809,067

その他 536,865 533,180

貸倒引当金 △21,000 △16,050

投資その他の資産合計 1,770,123 1,772,981

固定資産合計 12,190,435 12,536,085

資産合計 20,982,319 20,919,033

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 497,707 354,059

短期借入金 2,176,501 1,921,906

1年内返済予定の長期借入金 885,000 960,000

未払金 1,015,940 1,184,363

未払法人税等 9,093 6,861

事業整理損失引当金 160,000 160,000

その他 1,497,952 1,437,078

流動負債合計 6,242,195 6,024,270
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,895,000 2,085,000

退職給付引当金 551,563 542,009

役員退職慰労引当金 189,970 187,360

その他 18,720 18,467

固定負債合計 2,655,253 2,832,837

負債合計 8,897,448 8,857,107

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,241,749 2,241,749

資本剰余金 3,942,349 3,942,349

利益剰余金 6,122,374 6,146,701

自己株式 △162,482 △162,482

株主資本合計 12,143,991 12,168,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,202 △27,671

為替換算調整勘定 △64,324 △78,720

評価・換算差額等合計 △59,121 △106,392

純資産合計 12,084,870 12,061,926

負債純資産合計 20,982,319 20,919,033
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（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,906,730 2,575,317

売上原価 2,946,003 2,102,000

売上総利益 960,727 473,317

販売費及び一般管理費 703,803 368,114

営業利益 256,923 105,203

営業外収益   

受取利息 594 1,713

受取配当金 4,261 3,375

為替差益 42,321 －

持分法による投資利益 － 6,554

助成金収入 － 9,690

その他 4,012 3,270

営業外収益合計 51,189 24,604

営業外費用   

支払利息 9,643 13,611

持分法による投資損失 26,519 －

為替差損 － 15,625

その他 5,459 2,888

営業外費用合計 41,623 32,124

経常利益 266,489 97,682

特別損失   

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 4,950

固定資産除却損 1,144 10

投資有価証券評価損 969 －

特別損失合計 2,114 4,960

税金等調整前四半期純利益 264,375 92,722

法人税、住民税及び事業税 22,537 1,161

法人税等調整額 94,151 62,087

法人税等合計 116,688 63,249

四半期純利益 147,686 29,473
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

介護ソフト・   介護支援ソフト、センサーコールシステム 

介護福祉機器事業    

その他の事業   不織布設備の設計・販売・技術指導  

  

 該当事項はありません。 

（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〕

  
セパレー
タ事業 
（千円） 

回路基板 
事業 

（千円） 

介護ソフト
・介護福祉
機器事業  
（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 
 3,318,024  548,227  39,526  952  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  39,526  952  3,906,730  ―  3,906,730

営業利益又は営業損失

(△) 
 302,133  1,154  △35,273  △11,089  256,923  ―  256,923

  
セパレー
タ事業 
（千円） 

回路基板 
事業 

（千円） 

介護ソフト
・介護福祉
機器事業  
（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 
 2,294,218  254,208  19,227  7,663  2,575,317  ―  2,575,317

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  2,294,218  254,208  19,227  7,663  2,575,317  ―  2,575,317

営業利益又は営業損失

(△) 
 211,465  △78,800  △16,771  △10,689  105,203  ―  105,203

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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