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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 20,089 2.6 848 △25.0 945 △24.7 479 △30.9
23年3月期第1四半期 19,582 60.0 1,132 ― 1,255 ― 693 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 748百万円 （94.6％） 23年3月期第1四半期 384百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 9.44 ―
23年3月期第1四半期 13.65 ―

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

24年3月期第1四半期 60,550 27,779 45.9 547.21
23年3月期 62,597 27,422 43.8 540.14
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  27,779百万円 23年3月期  27,422百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 42,500 △1.9 1,800 △40.4 1,800 △43.3 1,100 △43.9 21.67
通期 92,000 △0.0 7,000 △0.3 6,700 △4.4 4,200 △6.8 82.73



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 50,935,500 株 23年3月期 50,935,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 169,925 株 23年3月期 167,198 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 50,766,216 株 23年3月期1Q 50,771,465 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災により大きな打撃を受けるとともに、電力不足

も顕在化し、深刻な状況の中で推移しました。 

 当社の主要顧客である自動車業界におきましても、震災による生産への影響は大きく、次第に復旧しつつあるも

のの未だ自動車の生産体制は完全回復には至っておりません。 

 このような状況下、当社は震災からの復旧・復興への協力を第一として取り組むとともに、昨年に引続き新エネ

ルギー・環境関連製品の開発・販売とグローバル戦略の強化に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高200億８千９百万円（前年同期比３％増）、営

業利益８億４千８百万円（前年同期比25％減）、経常利益９億４千５百万円（前年同期比25％減）、四半期純利益

４億７千９百万円（前年同期比31％減）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120億９千９百万円（前年同期比15％増）となりました。 

■車両用電池 

車両用電池の売上高は71億８千７百万円（前年同期比13％増）となりました。 

 自動車用電池は、新車用が自動車生産は落ち込んだものの、オルタネーター回生車両用・アイドリングストッ

プ車用鉛蓄電池を搭載する環境対応車の販売が好調だったほか、補修用も需要が堅調に推移し、ともに増加しま

した。また、フォークリフト用電池は、輸出の好調から増加しました。 

■産業用電池・電気機器 

 産業用電池・電気機器の売上高は49億１千２百万円（前年同期比18％増）となりました。 

 産業用電池、小形制御弁式鉛蓄電池はともに、震災復旧による取替需要などから伸長しました。一方、電源シス

テム機器は、前年度にあった大口受注がなかったことから前年同期に比べ減少しました。 

  

コンデンサ部門 

当部門の売上高は42億１千９百万円（前年同期比５％増）となりました。 

 アルミ電解コンデンサは、風力発電向けが高水準を維持するとともに、産業用及び民生用のインバータやＵＰＳ

向けの好調などにより増加しました。 

  

合成樹脂製品部門 

当部門の売上高は37億７千万円（前年同期比25％減）となりました。 

■成形品 

成形品の売上高は25億４千２百万円（前年同期比29％減）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、震災による国内自動車メーカーの大幅減産の影響などから車

載用途が減少しました。 

■電子材料 

 電子材料の売上高は12億２千７百万円（前年同期比15％減）となりました。 

 電子材料は、自動車減産の影響が大きく車載向けを中心に減少しました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末から20億４千７百万円減少し605億５千万円となりました。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減少などにより、30億８千１百万円減少し

333億９千７百万円となりました。固定資産は、Hitachi Storage Battery(Thailand)Co.,Ltd.の工場建設などによ

り10億３千３百万円増加し、271億５千２百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末から24億５百万円減少し327億７千万円となりました。流動負債は、法人税等の納付

に伴う未払法人税等の減少などにより23億４千２百万円減少し204億６千万円となりました。固定負債は、役員退

職慰労引当金の減少などにより、６千２百万円減少し123億１千万円となりました。 

 なお有利子負債は、前連結会計年度末から６千６百万円減少し、116億１千万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末から３億５千７百万円増加し、277億７千９百万円となりました。 

  

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、第２四半期累計期間の予想売上高、利益ともに平成

23年４月25日に公表した業績予想から修正します。通期の予想については修正はありません。詳細は下記をご覧く

ださい。 

  

平成24年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想数値の修正 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

  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)  41,500  1,600  1,400  900  17.73

今回発表予想(B)  42,500  1,800  1,800  1,100  21.67

増減額(B-A)  1,000  200  400  200  －

増減率(％) % 2.4 % 12.5 %28.6 % 22.2  －

(ご参考)前第２四半期 
累計期間実績  43,344  3,020  3,172  1,962  38.65

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,428 2,315

受取手形及び売掛金 20,128 17,935

たな卸資産 7,529 10,299

その他 6,437 2,889

貸倒引当金 △45 △42

流動資産合計 36,478 33,397

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 52,610 52,672

減価償却累計額 △44,593 △45,223

機械装置及び運搬具（純額） 8,016 7,449

その他 35,399 37,170

減価償却累計額 △25,143 △25,461

その他（純額） 10,255 11,708

有形固定資産合計 18,272 19,158

無形固定資産 555 631

投資その他の資産   

投資有価証券 3,173 3,301

その他 4,335 4,281

貸倒引当金 △217 △218

投資その他の資産合計 7,291 7,363

固定資産合計 26,119 27,152

資産合計 62,597 60,550
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,571 8,707

短期借入金 4,205 4,144

1年内返済予定の長期借入金 1,400 1,400

未払法人税等 1,747 128

その他 6,878 6,080

流動負債合計 22,802 20,460

固定負債   

長期借入金 5,913 5,907

退職給付引当金 5,267 5,269

役員退職慰労引当金 267 202

その他 924 930

固定負債合計 12,372 12,310

負債合計 35,175 32,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,546 2,546

資本剰余金 3,008 3,008

利益剰余金 22,419 22,496

自己株式 △95 △98

株主資本合計 27,878 27,953

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 265 308

繰延ヘッジ損益 － 238

為替換算調整勘定 △722 △720

その他の包括利益累計額合計 △456 △173

少数株主持分 0 0

純資産合計 27,422 27,779

負債純資産合計 62,597 60,550
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,582 20,089

売上原価 15,055 15,857

売上総利益 4,526 4,231

販売費及び一般管理費 3,393 3,382

営業利益 1,132 848

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 25 17

受取保険金 2 51

持分法による投資利益 78 67

その他 191 116

営業外収益合計 301 257

営業外費用   

支払利息 38 49

廃電池処分費用 19 41

その他 119 69

営業外費用合計 178 160

経常利益 1,255 945

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

災害による損失 － 5

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 136 5

税金等調整前四半期純利益 1,118 939

法人税、住民税及び事業税 127 160

法人税等調整額 297 300

法人税等合計 425 460

少数株主損益調整前四半期純利益 693 479

少数株主損失（△） － △0

四半期純利益 693 479
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 693 479

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113 43

繰延ヘッジ損益 △223 238

為替換算調整勘定 △20 △46

持分法適用会社に対する持分相当額 49 34

その他の包括利益合計 △308 269

四半期包括利益 384 748

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 384 748

少数株主に係る四半期包括利益 － △0
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 該当事項はありません。  

  

  

   （セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額４百万円は、セグメント間取引消去４百万円である。 

   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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額４百万円は、セグメント間取引消去４百万円である。 

   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。 

  

 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）セグメント情報等

  （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 10,526 4,019 5,036  19,582  － 19,582

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

0 － －  0  △0 －

計 10,526 4,019 5,036  19,582  △0 19,582

セグメント利益 382 176 569  1,128  4 1,132

  （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 12,099 4,219 3,770  20,089  － 20,089

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

10 1 －  11  △11 －

計 12,109 4,220 3,770  20,100  △11 20,089

セグメント利益 399 420 24  844  4 848

（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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（１）四半期連結業績の推移 

  

  

４．補足情報

当期 (自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)  （単位：百万円）

  
A第１四半期

(H23/4-6) 

B第２四半期

(H23/7-9) 

C第２四半期

累計(A+B) 

D第３四半期

(H23/10-12)

E第３四半期

累計(C+D) 

F第４四半期

(H24/1-3) 
G通期(E+F)

売上高  20,089 － － － － － － 

営業利益  848 － － － － － － 

経常利益  945 － － － － － － 

四半期(当期)純利益  479 － － － － － － 

前期 (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)

売上高  19,582  23,762  43,344  24,423  67,767  24,264  92,032

営業利益  1,132  1,888  3,020  2,386  5,406  1,615  7,022

経常利益  1,255  1,917  3,172  2,356  5,529  1,478  7,007

四半期(当期)純利益  693  1,269  1,962  1,515  3,477  1,029  4,507
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