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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 5,502 △31.7 358 △19.4 309 △25.6 156 △17.0
21年3月期第2四半期 8,058 ― 444 ― 416 ― 188 ―

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 14.56 ―
21年3月期第2四半期 17.47 ―

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 21,162 12,194 57.6 1,133.41
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2四半期  12,194百万円 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
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 ― 9.00 ― 5.00 14.00
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 12,350 △2.3 560 ― 550 ― 290 ― 26.95

- 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2四半期 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2四半期  194,236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2四半期 10,759,957株 21年3月期第2四半期 10,805,189株
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  当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、世界各国の景気刺激策に支えられ回復傾向を示すなか、一定の回復局

面にあるものと思われます。しかしながら、失業率の高止まりなど雇用・所得環境の悪化による個人消費全般の低

迷、企業の設備投資の抑制が続くなど、景気回復への道筋はいまだに見えない状況であります。 

  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、デジタル家電を中心に各国の景気刺激策の

恩恵を受け、予想を上回る回復を示しました。一方、欧米や国内の雇用問題は依然として厳しく今後の消費低迷が懸

念されます。 

  このような状況のなか、技術開発型企業として当社固有の技術をより高め、時代のニーズに合わせた需要と特に中

国地域での新規顧客の掘り起こしに注力するとともに、収益確保のため全社を挙げ、対策を講じてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、55億２百万円（前年同四半期比25億５千６百万円、31.7％減）

の実績となりました。 

  利益面につきましては、セパレータ事業の売上高増加にともなう稼働率向上に加え、前連結会計年度後半から取り

組んでいる製造コスト、労務費、経費の削減策を徹底したことにより、営業利益は３億５千８百万円（前年同四半期

比８千６百万円、19.4％減）、経常利益は３億９百万円（前年同四半期比１億６百万円、25.6％減）、四半期純利益

につきましては１億５千６百万円（前年同四半期比３千２百万円、17.0％減）の実績となりました。 

 当第２四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〕 

  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、セットメーカーの在庫調整の終焉と景気刺激策効果によ

り、47億９千８百万円（前年同四半期比18億３千１百万円、27.6％減）、営業利益は稼働率の向上と生産に係わる経

費を大幅に圧縮したことにより、５億６千万円（前年同四半期比３千６百万円、7.0％増）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 

電子部品などの関連製品の在庫調整が終了し、中国での需要回復に加え、国内においても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受注は予想を上回る回復を示しました。この結果、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、41億６千１百万円（前年同四半期比17億１千１百万円、29.1％減）の実績となりました。 

・電池用セパレータ 

  電池用セパレータは、個人消費の低迷などから依然として受注の停滞が続いており、当第２四半期連結累計期間の

売上高は、６億３千６百万円（前年同四半期比１億１千９百万円、15.8％減）の実績となりました。 

  

 〔回路基板事業〕 

 他社品と差別化を図った新規案件を提供しておりますが、セットメーカーの価格競争の影響により厳しい受注状況

が続いており、当第２四半期連結累計期間の売上高は、６億５千１百万円（前年同四半期比６億９千９百万円、

51.8％減）、営業損失１億２千８百万円（前年同四半期は１千３百万円の営業損失）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、棚卸資産の減少および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２億４千３百万円増加し、211億６

千２百万円となりました。 

 負債につきましては、短期借入金の減少および長期借入金の約定返済を進めましたが、仕入債務およびその他負債

等の増加により、前連結会計年度末に比べ１億１千万円増加し、89億６千７百万円となりました。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２四半期純利益１億５千６百万円を計上し

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１億３千２百万円増加し、121億９千４百万円と

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、当初は損失を予想しておりましたが、セパレータ事業における

売上高の回復および経費削減の継続などの経営合理化策を強力に推進することで、営業利益をはじめ利益を確保する

ことができました。 

 通期の連結業績予想につきましては、景気は底を打ったと思われますが、雇用・所得環境の悪化や、景気回復を支

えた各種刺激策の息切れリスクなどの懸念材料があり、回復基調である主力のセパレータ事業は若干の一服感が出る

ものと予想しております。 

 このような状況を踏まえ、平成21年５月13日に公表しました平成22年３月期の業績予想を修正しております。詳細

につきましては、平成21年10月19日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 セグメント別通期連結売上高予想 

  

 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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した工事契約から、当第２四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、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423百万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２四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２四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。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

品   目 売上高（百万円） 対前連結会計年度実績比（％）

【セパレータ事業】  9,520  △8.9

 ・コンデンサ用セパレータ  (8,270)  (△8.9)

 ・電池用セパレータ  (1,250)  (△8.8)

【回路基板事業】  1,300  △36.9

【介護ソフト・介護福祉機器事業】  70  △38.0

【その他の事業】  1,460  ―

 ・設備エンジニアリング  (1,460)  (―) 

合   計  12,350  △2.3

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

ニッポン高度紙工業㈱（3891）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 4 -



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 1,625,778 2,210,442

受取手形及び売掛金 3,057,177 1,323,585

商品及び製品 809,947 730,508

仕掛品 94,718 116,174

原材料及び貯蔵品 1,730,991 2,107,067

その他 2,232,656 1,895,225

貸倒引当金 △69 △55

流動資産合計 9,551,200 8,382,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,955,690 3,078,624

機械装置及び運搬具（純額） 4,770,820 5,260,354

土地 1,638,422 1,638,422

建設仮勘定 455,598 402,267

その他（純額） 265,504 300,433

有形固定資産合計 10,086,036 10,680,103

無形固定資産 70,480 83,000

投資その他の資産   

投資有価証券 468,304 446,783

繰延税金資産 492,407 809,067

その他 515,261 533,180

貸倒引当金 △21,000 △16,050

投資その他の資産合計 1,454,972 1,772,981

固定資産合計 11,611,490 12,536,085

資産合計 21,162,691 20,919,033

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 696,733 354,059

短期借入金 1,375,483 1,921,906

1年内返済予定の長期借入金 1,359,600 960,000

未払金 1,322,143 1,184,363

未払法人税等 19,224 6,861

事業整理損失引当金 160,000 160,000

その他 1,608,368 1,437,078

流動負債合計 6,541,553 6,024,270
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（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 1,652,100 2,085,000

退職給付引当金 562,078 542,009

役員退職慰労引当金 194,070 187,360

その他 18,182 18,467

固定負債合計 2,426,430 2,832,837

負債合計 8,967,983 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 6,249,594 6,146,701

自己株式 △162,977 △162,482

株主資本合計 12,270,716 12,168,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,940 △27,671

為替換算調整勘定 △61,068 △78,720

評価・換算差額等合計 △76,008 △106,392

純資産合計 12,194,707 12,061,926

負債純資産合計 21,162,691 20,919,033
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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：千円）

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 8,058,840 5,502,681

売上原価 6,215,821 4,397,261

売上総利益 1,843,018 1,105,419

販売費及び一般管理費 1,398,254 746,940

営業利益 444,764 358,479

営業外収益   

受取利息 2,061 3,628

受取配当金 4,523 3,547

持分法による投資利益 － 9,977

助成金収入 － 15,903

為替差益 14,208 －

受取手数料 13,562 －

その他 6,677 20,275

営業外収益合計 41,032 53,331

営業外費用   

支払利息 18,957 26,145

持分法による投資損失 40,056 －

為替差損 － 72,894

その他 10,068 2,889

営業外費用合計 69,083 101,929

経常利益 416,713 309,881

特別損失   

減損損失 86,382 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 4,950

ゴルフ会員権売却損 － 1,114

固定資産除却損 7,560 37

投資有価証券評価損 2,421 －

特別損失合計 96,364 6,101

税金等調整前四半期純利益 320,349 303,779

法人税、住民税及び事業税 162,665 12,678

法人税等調整額 △31,031 134,408

法人税等合計 131,633 147,086

四半期純利益 188,715 156,692
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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 
 6,630,166  1,351,364  66,197  11,110  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  66,197  11,110  8,058,840  ―  8,058,840

営業利益又は営業損失

(△) 
 524,187  △13,670  △48,081  △17,672  444,764  ―  444,764

  
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 
 4,798,322  651,856  40,279  12,223  5,502,681  ―  5,502,681

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  4,798,322  651,856  40,279  12,223  5,502,681  ―  5,502,681

営業利益又は営業損失

(△) 
 560,852  △128,898  △31,293  △25,038  375,622  △17,142  358,479

（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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