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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 28,066 △24.9 1,661 △47.4 873 △66.2 315 △75.9
21年3月期第2四半期 37,385 ― 3,160 ― 2,584 ― 1,310 ―

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2四半期 6.22 ―
21年3月期第2四半期 25.79 ―

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2四半期 42,986 21,612 50.3 425.66
21年3月期 42,868 21,398 49.9 421.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  21,612百万円 21年3月期  21,398百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 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 66,500 △6.2 4,200 △18.5 2,350 △23.1 900 △22.5 17.72
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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）  無  

（注）５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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、５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、５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 
本資料に記載されている業績予想は、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。 

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） 22年3月期第2四半期 50,935,500株 21年3月期  50,935,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  161,184株 21年3月期  153,964株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 50,777,690株 21年3月期第2四半期 50,793,579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、一部に回復の兆しがあるものの、全体としては依然停滞

しており、雇用情勢の悪化及び個人消費の冷え込みが続く中で、大変厳しい経済環境にありました。また、

当社の主要顧客である自動車業界においても、政府のエコカーに対する税金特例措置の効果は出ているも

のの、新車生産につきましては引き続き厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループでは、環境対応製品を中心に営業力の強化と各面での原価低減に努め

てまいりましたが、上記の経済環境の影響を大きく受け、大幅な減収減益を余儀なくされました。 

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 280 億６千６百万円（前年

同期比 25％減）、営業利益 16 億６千１百万円（前年同期比 47％減）、経常利益８億７千３百万円（前年

同期比 66％減）、四半期純利益３億１千５百万円（前年同期比 76％減）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 193 億１千７百万円（前年同期比 26％減）、営業利益は 10 億２千８百万円（前年同期比

54％減）となりました。 

①車両用電池 

車両用電池の売上高は 102 億９千３百万円（前年同期比 35％減）となりました。 

 ■自動車用電池 

新車用は、自動車の大幅減産の影響により、前年同期実績を大きく下回りました。補修用は、新規顧

客の開拓により販売数量は増加しましたが、価格低下が影響し前年同期実績に及びませんでした。 

■フォークリフト用電池 

新車用は、新車生産の低迷などにより大幅に減少しました。補修用も、新規ルート拡大により輸出は

増加したものの、国内需要がフォークリフトの稼働率が引き続き低く、取り替え需要が低調なため、減

少を余儀なくされました。 

②産業用電池・電気機器 

産業用電池・電気機器の売上高は 90 億２千４百万円（前年同期比 11％減）となりました。 

■産業用電池 

産業用電池は、電力会社等の取り替え需要が堅調であり、また風力発電向けのＬＬ－Ｗ電池の納入も

開始しましたが、携帯電話基地局向け需要の低迷等により、減少しました。 

■小形電池 

   小形電池は、ＵＰＳ向け等の需要低迷と市場での在庫調整があり、減少しました。 

■電源システム機器 

   電源システム機器は、電力など公共分野での拡販の成果により、増加しました。 

■ゴルフカート 

   ゴルフ場の経営環境は依然厳しくカートの需要が低迷したため、電池の取り替え需要は堅調なものの、

減少を余儀なくされました。 
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合成樹脂部門 

当部門の売上高は 87 億４千８百万円（前年同期比 23％減）、営業利益は６億２千５百万円（前年同期比

32％減）となりました。 

①成形品 

成形品の売上高は 58 億９千３百万円（前年同期比 20％減）となりました。 

■成形品 

ハイブリッド車向け複合電装成形品は好調に推移し、バランスシャフトシステム用高強度樹脂ギヤは

第２四半期から回復したものの、他の成形品は自動車減産の影響を受けたため、熱硬化性樹脂成形品、

熱可塑性樹脂成形品ともに減少しました。 

■シート品 

シート品は、景気低迷の影響から需要が依然として低迷しており、大幅な減少となりました。 

②電子材料 

電子材料の売上高は 28 億５千５百万円（前年同期比 28％減）となりました。 

■積層品・シールド板 

積層品・シールド板は、一部の市場は回復基調にあるものの、全体として依然需要は低調であり、前

年同期実績に及びませんでした。 

 

 

 

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、前連結会計年度末から１億１千７百万円増加し 429 億８千６百万円となり

ました。流動資産は、日立グループ会社との資金プーリング取引による短期貸付金の増加などにより６億

３千８百万円増加し 221 億６千２百万円となりました。固定資産は、繰延税金資産の減少などにより５億

２千１百万円減少し 208 億２千４百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末から９千６百万円減少し 213 億７千３百万円となりました。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３億４千５百万円減少し、

138 億６千３百万円となりました。固定負債は、持分法適用会社の損失計上に伴う持分法適用による負債の

増加などにより２億４千８百万円増加し 75 億１千万円となりました。 

なお、有利子負債は、前連結会計年度末から４億３千９百万円減少し 59 億９百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末から２億１千３百万円増加し 216 億１千２百万円となりました。 

 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 10 月 22 日に公表した業績予想から修正は行っておりません。 

なお、上記業績予想は、平成 21 年 10 月１日付で日立エーアイシー株式会社を完全子会社化し、コンデ

ンサ事業を取り込んだことに伴う当社連結業績への影響額を織り込んでおります。 
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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。 

なお、平成 21 年 10 月１日付をもって日立エーアイシー株式会社を完全子会社としました。 

 

(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 

〔工事契約に関する会計基準の適用〕 

第１四半期連結会計期間より、「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）及び「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）を適用しています。 

   これによる損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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,765 1,416

受取手形及び売掛金 11,700 12,322

たな卸資産 5,607 6,216

その他 3,104 1,599

貸倒引当金 △14 △31

流動資産合計 22,162 21,523

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 38,115 37,416

減価償却累計額 △30,930 △29,931

機械装置及び運搬具（純額） 7,185 7,485

その他 26,463 25,906

減価償却累計額 △19,016 △18,571

その他（純額） 7,447 7,334

有形固定資産合計 14,633 14,819

無形固定資産 323 167

投資その他の資産   

投資有価証券 2,568 2,668

その他 3,500 3,895

貸倒引当金 △201 △204

投資その他の資産合計 5,867 6,358

固定資産合計 20,824 21,345

資産合計 42,986 42,868
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,494 3,640

短期借入金 3,865 4,441

未払法人税等 414 638

その他 5,090 5,487

流動負債合計 13,863 14,208

固定負債   

長期借入金 1,900 1,900

退職給付引当金 4,443 4,435

役員退職慰労引当金 305 347

その他 860 578

固定負債合計 7,510 7,261

負債合計 21,373 21,469

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 16,401 16,389

自己株式 △89 △82

株主資本合計 21,866 21,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 207 40

繰延ヘッジ損益 41 41

為替換算調整勘定 △502 △545

評価・換算差額等合計 △253 △463

少数株主持分 0 0

純資産合計 21,612 21,398

負債純資産合計 42,986 42,868
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 37,385 28,066

売上原価 28,962 21,259

売上総利益 8,422 6,806

販売費及び一般管理費 5,261 5,144

営業利益 3,160 1,661

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 34 12

受取保険金 147 －

為替差益 － 119

その他 227 243

営業外収益合計 413 380

営業外費用   

支払利息 90 50

持分法による投資損失 542 857

その他 356 260

営業外費用合計 989 1,169

経常利益 2,584 873

特別利益   

投資有価証券売却益 － 148

特別利益合計 － 148

特別損失   

投資有価証券売却損 － 1

特別損失合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 2,584 1,020

法人税、住民税及び事業税 997 325

法人税等調整額 258 379

法人税等合計 1,256 704

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17 △0

四半期純利益 1,310 315
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 該当事項はない。 

  

（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】

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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

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  19,317  8,748  28,066  －  28,066

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  (－)  －

 計  19,317  8,748  28,066  (－)  28,066

営業利益  1,028  625  1,653  8  1,661

（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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６．その他の情報

   【四半期連結業績の推移】

　　　　　当期　(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日) （単位：百万円）

A第１四半期
(H21/4-6)

B第２四半期
(H21/7-9)

C第２四半期
累計(A+B)

D第３四半期
(H21/10-12)

E第３四半期
累計(C+D)

F第４四半期
(H22/1-3)

G通期
(E+F)

売上高 12,241 15,825 28,066 ― ― ― ―

営業利益 42 1,619 1,661 ― ― ― ―

経常利益 △218 1,091 873 ― ― ― ―

四半期(当期)純利益 △237 553 315 ― ― ― ―

　　　　　前期　(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 14,993 70,926

営業利益 1,434 1,726 3,160 1,428 4,589 564 5,153

経常利益 973 1,610 2,584 965 3,549 △493 3,056

四半期(当期)純利益 338 971 1,310 446 1,756 △594 1,162
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