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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 67,767 36.7 5,406 38.7 5,529 131.4 3,477 233.7
22年3月期第3四半期 49,561 △11.4 3,897 △15.1 2,389 △32.7 1,042 △40.7

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

23年3月期第3四半期 68.50 ―
22年3月期第3四半期 20.53 ―

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

23年3月期第3四半期 60,612 26,596 43.9 523.86
22年3月期 56,940 23,844 41.9 469.64

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  26,596百万円 22年3月期  23,844百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
23年3月期 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 12.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 92,000 26.3 6,800 29.2 6,600 42.9 4,000 46.0 78.78



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名
Hitachi Storage Battery (Thailand)  
Co., Ltd.

）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 50,935,500株 22年3月期  50,935,500株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  165,996株 22年3月期  163,632株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 50,770,924株 22年3月期3Q  50,776,424株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、新興国の成長による景気牽引や政府経済対策等の消費下支え

により、緩やかに企業収益の改善が見られました。しかし、長引く円高・雇用情勢の厳しさなど先行き不透明感が

残っています。当社の主要顧客である自動車業界においても、エコカー補助金政策の終了による減産など、厳しい

事業環境へと推移しました。 

このような状況下、当社は新エネルギー・環境関連製品の開発・販売やグローバル戦略の強化に注力するととも

に、品質確保・コスト削減に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高677億６千７百万円（前年同期比37％

増）、営業利益54億６百万円（前年同期比39％増）、経常利益55億２千９百万円（前年同期比131％増）、四半期純

利益34億７千７百万円（前年同期比234％増）となりました。 

セグメント別の営業の状況は以下の通りです。 

  

電池・電気機器部門 

当部門の売上高は408億９千６百万円（前年同期比27％増）となりました。 

■車両用電池 

車両用電池の売上高は238億５百万円（前年同期比31％増）となりました。 

自動車用電池は、新車用がエコカー補助金・減税政策の効果などからオルタネータ回生車両用・アイドリングス

トップ車用鉛蓄電池の採用車種の販売が好調で、補修用も猛暑・残暑の影響による需要増があり伸長しました。 

また、フォークリフト用電池は、新車用がフォークリフト生産の回復により、また補修用も拡販努力や輸出向けの

好調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170億９千万円（前年同期比22％増）となりました。 

産業用電池はＮＧＮ（Next Generation Network）等の通信関係設備投資が堅調で、電源システム機器・小形シー

ル鉛蓄電池はともに、携帯電話基地局向けが大幅に伸長しました。また新エネルギー向けＬＬ電池は風力発電所

に、産業用リチウムイオン電池は建設機械やスマートハウス向けに納入実績がありました。 

  

コンデンサ部門 

当部門の売上高は118億４千４百万円となりました。 

アルミ電解コンデンサは海外向け新エネルギー分野、新興国設備投資関連の受注が好調であり、フィルムコンデ

ンサもエコカー補助金・減税政策の効果により車載用途が堅調でした。 

(注)当部門は平成21年10月１日付で日立エーアイシー株式会社を連結子会社化したことに伴って新設されたた

め、前年同期比を記載しておりません。 

   

合成樹脂製品部門 

当部門の売上高は150億２千７百万円（前年同期比８％増）となりました。 

■成形品 

成形品の売上高は111億４百万円（前年同期比17％増）となりました。 

熱可塑性樹脂成形品・熱硬化性樹脂成形品ともに、上期において自動車生産の回復による車載用途が好調で、エ

コカー補助金政策の終了による自動車減産の影響を受けたものの増加しました。 

■電子材料 

電子材料の売上高は39億２千３百万円（前年同期比12％減）となりました。 

 電子材料は、当初回復傾向にあった半導体市場が縮小に転じたことに加え、エコカー補助金政策の終了後の自動

車減産の影響などがあり低調でした。 

   

（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36億７千１百万円増加し606億１千２百万円となりました。

流動資産は、売上増加に伴う売上債権の増加などにより29億８千７百万円増加し354億８千４百万円となりまし

た。固定資産は、設備投資の増加などにより６億８千３百万円増加し251億２千７百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末から９億１千９百万円増加し340億１千６百万円となりました。流動負債は、仕入債

務が増加したことなどから８億４千９百万円増加し210億８千３百万円となりました。固定負債は、資産除去債務

会計基準の適用による同債務の計上などにより７千万円増加し129億３千２百万円となりました。 

 なお、有利子負債は、前連結会計年度末から12億１千５百万円増加し117億７千８百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末から27億５千１百万円増加し265億９千６百万円となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ、平成22年10月28日に公表した業績予想から修正しま

す。詳細は下記をご覧下さい。 

  

 平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 第２四半期連結会計期間にタイに設立した子会社 Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.は設立と同

時に連結の範囲に含めておりましたが、当第３四半期連結会計期間において登録資本全額（345百万バーツ）に達

する資本金の払い込みを行った結果、同社の資本金額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当したため、同社

は当社の特定子会社となりました。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理 

 [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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計基準の変更に伴う会計方針の変更 

 [資産除去債務に関する会計基準の適用] 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を

適用しています。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ７百万円、税金等調整前四半期純利益は144百

万円減少しています。   

  

  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 

 前回発表予想(A)   88,000   6,800   6,200   3,800 74.84 

 今回発表予想(B)   92,000   6,800   6,600   4,000 78.78 

 増減額(B-A)   4,000  0  400  200  － 

 増減率(％)  4.5% 0.0%  6.5% 5.3% － 

 前期実績  72,839   5,264   4,618   2,740  53.97 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,628 1,858

受取手形及び売掛金 21,290 18,954

たな卸資産 7,592 6,184

その他 4,019 5,544

貸倒引当金 △46 △44

流動資産合計 35,484 32,496

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 51,109 50,500

減価償却累計額 △44,164 △43,202

機械装置及び運搬具（純額） 6,945 7,298

その他 35,366 34,144

減価償却累計額 △24,977 △24,462

その他（純額） 10,389 9,682

有形固定資産合計 17,334 16,981

無形固定資産 565 478

投資その他の資産   

投資有価証券 3,145 2,975

その他 4,291 4,227

貸倒引当金 △209 △217

投資その他の資産合計 7,228 6,984

固定資産合計 25,127 24,444

資産合計 60,612 56,940
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,359 8,627

短期借入金 4,291 3,903

1年内返済予定の長期借入金 1,000 －

未払法人税等 622 1,211

その他 5,810 6,492

流動負債合計 21,083 20,234

固定負債   

長期借入金 6,338 6,500

退職給付引当金 5,342 5,247

役員退職慰労引当金 271 318

その他 979 796

固定負債合計 12,932 12,862

負債合計 34,016 33,096

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 21,389 18,572

自己株式 △94 △91

株主資本合計 26,850 24,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 272 287

繰延ヘッジ損益 160 17

為替換算調整勘定 △687 △495

評価・換算差額等合計 △254 △190

少数株主持分 － －

純資産合計 26,596 23,844

負債純資産合計 60,612 56,940
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 49,561 67,767

売上原価 37,163 51,267

売上総利益 12,397 16,499

販売費及び一般管理費 8,499 11,092

営業利益 3,897 5,406

営業外収益   

受取利息 7 13

受取配当金 21 38

持分法による投資利益 － 269

その他 334 499

営業外収益合計 363 819

営業外費用   

支払利息 89 128

為替差損 － 235

持分法による投資損失 1,107 －

製品補修費 439 －

その他 235 332

営業外費用合計 1,871 696

経常利益 2,389 5,529

特別利益   

投資有価証券売却益 158 －

特別利益合計 158 －

特別損失   

投資有価証券売却損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 136

特別損失合計 1 136

税金等調整前四半期純利益 2,545 5,392

法人税、住民税及び事業税 918 1,445

法人税等調整額 585 470

法人税等合計 1,503 1,915

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,477

少数株主利益 0 －

四半期純利益 1,042 3,477
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該当事項はありません。  

  

  

  〔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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法…製品の機能別種類により区分している。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．追加情報 

 前第３四半期連結累計期間 

 平成21年10月１日付でコンデンサ事業を営む日立エーアイシー株式会社を連結の範囲に含めたため、当第３

四半期連結会計期間より新たな事業区分として「コンデンサ部門」を設定している。 

 また、同部門の売上高及び営業利益は平成21年10月から12月までの３ヶ月間の数値となっている。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

項目 
電池・電気
機器部門 
（百万円） 

コンデンサ
部門 

（百万円） 

合成樹脂 
製品部門 
（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 
 32,213  3,436  13,911  49,561  －  49,561

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

 計  32,213  3,436  13,911  49,561 ( ) －  49,561

営業利益  2,411  130  1,342  3,884  12  3,897

事業区分 主要製品 

電池・電気 

機器部門 

鉛蓄電池（自動車用、二輪車用、フォークリフト用、産業用、電力貯蔵用、小形制御弁

式）、リチウムイオン電池（産業用）、リチウムイオンキャパシタ、ニッケルカドミウ

ム蓄電池、アルカリ蓄電池（ポケット式、焼結式）、充電器、電源システム機器（直流

電源装置、無停電電源装置、電力貯蔵用電源装置）、カートシステム（バッテリー式乗

用ゴルフカート、エンジン式乗用ゴルフカート、電動ゴルフカート、バッグ搬送車） 

コンデンサ 

部門 
アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、蒸着製品 

合成樹脂製品 

部門 

熱硬化性樹脂成形品、熱可塑性樹脂成形品、複合電装成形品、単層押出シート、多層押

出シート、加飾シート、高反射シート、電気絶縁用積層板、プリント配線板用銅張積層

板、多層プリント配線板用内層回路入り銅張積層板（シールド板）、高耐熱多層材料、

高熱伝導材料 
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  〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（1）報告セグメントの決定方法  

  当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

 経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 

  当社グループは、製品の機能別に事業を統括する部門を置き、各事業統括部門は、取り扱う製品について国内 

 及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。 

  したがって、当社グループは、事業統括部門を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「電池・ 

 電気機器部門」、「コンデンサ部門」及び「合成樹脂製品部門」の３つを報告セグメントとしている。 

  

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類  

  各報告セグメントに属する製品の種類は以下の通りである。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額12百万円は、セグメント間取引消去12百万円である。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用している。 

 該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 主要製品 

電池・電気機器

部門 

鉛蓄電池（自動車用、二輪車用、フォークリフト用、産業用、電力貯蔵用、小形制御弁式）、

リチウムイオン電池（産業用）、リチウムイオンキャパシタ、アルカリ蓄電池（ポケット式、

焼結式）、充電器、電源システム機器（直流電源装置、無停電電源装置、電力貯蔵用電源装

置）、蓄電制御システム、カートシステム（バッテリー式乗用ゴルフカート、エンジン式乗用

ゴルフカート、電動ゴルフカート、バッグ搬送車） 

コンデンサ部門 アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、蒸着製品 

合成樹脂製品 

部門 

熱硬化性樹脂成形品、熱可塑性樹脂成形品、複合電装成形品、単層押出シート、多層押出シー

ト、加飾シート、電気絶縁用積層板、プリント配線板用銅張積層板、多層プリント配線板用内

層回路入り銅張積層板（シールド板）、高耐熱多層材料、電気絶縁高熱伝導材料 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

電池・電気 
機器部門 

コンデンサ 
部門 

合成樹脂 
製品部門 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 40,896 11,844 15,027  67,767  － 67,767

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

2 － －  2  △2 －

計 40,898 11,844 15,027  67,770  △2 67,767

セグメント利益 3,430 549 1,413  5,394  12 5,406

（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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４．補足情報

（１）四半期連結業績の推移

　当期　(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日) （単位：百万円）

A第１四半期
(H22/4-6)

B第２四半期
(H22/7-9)

C第２四半期
累計(A+B)

D第３四半期
(H22/10-12)

E第３四半期
累計(C+D)

F第４四半期
(H23/1-3)

G通期
(E+F)

経常利益 1,255 1,917 3,172 2,356 5,529 － －

四半期(当期)純利益 693 1,269 1,962 1,515 3,477 － －

　前期　(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 21,494 49,561 23,278 72,839

営業利益 42 1,619 1,661 2,235 3,897 1,367 5,264

経常利益 △218 1,091 873 1,516 2,389 2,229 4,618

四半期(当期)純利益 △237 553 315 726 1,042 1,698 2,740

営業利益 1,132 1,888 3,020

売上高 19,582 23,762 43,344 24,423 67,767 － －

5,406 － －2,386
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