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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 43,907 1.3 1,931 △36.1 2,072 △34.7 1,187 △39.5
23年3月期第2四半期 43,344 54.4 3,020 81.8 3,172 263.3 1,962 521.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △96百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 1,951百万円 （―％）

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2四半期 23.39 ―
23年3月期第2四半期 38.65 ―

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2四半期 64,018 26,930 42.1 530.52
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2四半期  26,930百万円 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 ― 7.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 93,500 1.6 7,000 △0.3 6,900 △1.5 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2Q 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2Q 172,417 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2Q 50,764,998 株 23年3月期2Q 50,771,163 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災と電力使用制限等の未曾有の生産活動への影響、

急激な円高問題や国内株式市場の低迷など、大変厳しい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、期後半には回復に向かった

ものの完全回復には至りませんでした。 

このような状況下、当社は震災の復旧需要に対応するとともに、アイドリングストップ車用鉛蓄電池などの新エネ

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。 

第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高439億７百万円（前年同期比１％増）、営業利

益19億３千１百万円（前年同期比36％減）、経常利益20億７千２百万円（前年同期比35％減）、四半期純利益11億８

千７百万円（前年同期比39％減）となりました。 

セグメント別の営業の状況は以下のとおりです。 

  

電池・電気機器部門 

当部門の売上高は275億３百万円（前年同期比９％増）、営業利益は９億９千２百万円（前年同期比38％減）となり

ました。 

①車両用電池 

車両用電池の売上高は159億４千５百万円（前年同期比13％増）となりました。 

■自動車用電池 

新車用は、震災の影響により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

プ車用鉛蓄電池の採用車種の販売好調や新規採用があり増加しました。補修用は、ディーラー向けなどの需要が堅

調に推移したことに加え、発電制御車対応バッテリーや軽自動車専用バッテリーの販売が好調であったことから増

加しました。 

■フォークリフト用電池 

新車用は、震災の影響によりフォークリフト生産が一時的に減少したものの、期後半に急激な回復をみせ増加し

ました。補修用は、輸出が牽引し増加しました。 

  

②産業用電池・電気機器 

産業用電池・電気機器の売上高は115億５千７百万円（前年同期比４％増）となりました。 

■産業用電池 

産業用電池は、震災復旧による取替需要に加え、通信キャリアのバックアップ時間の長時間化対応需要により増

加しました。またリチウムイオン電池は、港湾クレーン向けに本格納入を開始した他、海外実証実験への納入に実

績をあげました。 

■小形電池 

小形シール鉛蓄電池は、震災復旧によるＵＰＳメーカー向けや通信キャリア向けの取替え需要により売上増とな

りました。 

■電源システム機器 

電源システム機器は、大口案件の減少により前年同期を下回りました。 

■ゴルフカート 

ゴルフカートは、震災の影響によりゴルフ場の経営環境が悪化したものの、販売努力により売上げが増加しまし

た。 

  

コンデンサ部門 

当部門の売上高は76億８千万円（前年同期比３％減）、営業利益は５億１千７百万円（前年同期比55％増）となり

ました。 

■アルミ電解コンデンサ 

アルミ電解コンデンサは、堅調であった海外の新エネルギー分野において、中国政府の規制強化により風力発電

設備の生産が一時停止している影響や、欧州での太陽光発電設備への補助金引下げの影響があり微減となりまし

た。 

■その他 

フィルムコンデンサは、震災の影響により車載用途に生産調整があり微減となりました。蒸着製品は、食品・防

災用途が好調で増加しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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合成樹脂製品部門 

当部門の売上高は87億２千３百万円（前年同期比15％減）、営業利益は４億１千２百万円（前年同期比61％減）と

なりました。 

①成形品 

成形品の売上高は61億４千４百万円（前年同期比18％減）となりました。 

■成形品 

熱可塑性樹脂成形品・熱硬化性樹脂成形品ともに、震災による自動車メーカーの大幅減産の影響が大きく、期後

半には回復傾向となったものの減少となりました。 

■シート品 

シート品は、自動車減産の影響が大きかったため、減少となりました。 

  

②電子材料 

電子材料の売上高は25億７千８百万円（前年同期比６％減）となりました。 

■積層品・シールド板 

積層品・シールド板は、震災の影響により車載用途の需要が減少し、期後半には回復してきましたが前年同期に

比べ減少となりました。 

  

（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14億２千万円増加し640億１千８百万円となりました。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減少などにより、１億３千５百万円減少し

363億４千２百万円となりました。固定資産は、Hitachi Storage Battery(Thailand)Co.,Ltd.に関する設備投資な

どにより15億５千６百万円増加し、276億７千６百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末から19億１千２百万円増加し370億８千７百万円となりました。流動負債は、長期借 

入金が、１年内返済予定の長期借入金になったことなどにより67億７百万円増加し295億１千万円となりました。 

固定負債は、役員退職慰労引当金の減少などにより、47億９千５百万円減少し75億７千６百万円となりました。 

 なお有利子負債は、前連結会計年度末から16億１千万円増加し、132億８千７百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末から４億９千１百万円減少し、269億３千万円となりました。 

  

（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、通期の予想売上高、経常利益を平成23年７月27日に

公表した業績予想から修正します。 

 詳細は下記をご覧ください。 

  

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正 

  

  

  

  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)  92,000  7,000  6,700  4,200  82.73

今回発表予想(B)  93,500  7,000  6,900  4,200  82.73

増減額(B-A)  1,500  0  200  0  －

増減率(％) % 1.6 % 0.0 %3.0 % 0.0  －

(ご参考)前期実績  92,032  7,022  7,007  4,507  88.77
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（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。 

  

  

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,428 3,421

受取手形及び売掛金 20,128 19,822

たな卸資産 7,529 9,756

その他 6,437 3,382

貸倒引当金 △45 △39

流動資産合計 36,478 36,342

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 52,610 53,205

減価償却累計額 △44,593 △45,858

機械装置及び運搬具（純額） 8,016 7,347

その他 35,399 38,085

減価償却累計額 △25,143 △25,664

その他（純額） 10,255 12,421

有形固定資産合計 18,272 19,768

無形固定資産 555 627

投資その他の資産   

投資有価証券 3,173 3,139

その他 4,335 4,359

貸倒引当金 △217 △218

投資その他の資産合計 7,291 7,280

固定資産合計 26,119 27,676

資産合計 62,597 64,018
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,571 8,289

短期借入金 4,205 5,848

1年内返済予定の長期借入金 1,400 6,000

未払法人税等 1,747 658

その他 6,878 8,715

流動負債合計 22,802 29,510

固定負債   

長期借入金 5,913 1,271

退職給付引当金 5,267 5,186

役員退職慰労引当金 267 206

その他 924 912

固定負債合計 12,372 7,576

負債合計 35,175 37,087

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 23,205

自己株式 △95 △101

株主資本合計 27,878 28,658

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 265 204

繰延ヘッジ損益 － △1,126

為替換算調整勘定 △722 △806

その他の包括利益累計額合計 △456 △1,727

少数株主持分 0 0

純資産合計 27,422 26,930

負債純資産合計 62,597 64,018
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 43,344 43,907

売上原価 33,145 35,023

売上総利益 10,199 8,883

販売費及び一般管理費 7,178 6,951

営業利益 3,020 1,931

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 25 60

持分法による投資利益 210 168

その他 347 367

営業外収益合計 591 602

営業外費用   

支払利息 81 107

為替差損 131 121

その他 225 232

営業外費用合計 439 462

経常利益 3,172 2,072

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 3,035 2,066

法人税、住民税及び事業税 948 673

法人税等調整額 124 205

法人税等合計 1,073 878

少数株主損益調整前四半期純利益 1,962 1,187

少数株主損失（△） － △0

四半期純利益 1,962 1,187
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,962 1,187

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △81 △60

繰延ヘッジ損益 178 △1,126

為替換算調整勘定 △35 △104

持分法適用会社に対する持分相当額 △72 7

その他の包括利益合計 △10 △1,284

四半期包括利益 1,951 △96

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,951 △96

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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８百万円は、セグメント間取引消去８百万円である。 

   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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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８百万円は、セグメント間取引消去８百万円である。 

   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 25,134 7,956 10,252  43,344  － 43,344

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

0 － －  0  △0 －

計 25,134 7,956 10,252  43,344  △0 43,344

セグメント利益 1,610 333 1,068  3,012  8 3,020

  （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 27,503 7,680 8,723  43,907  － 43,907

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

13 1 －  15  △15 －

計 27,517 7,681 8,723  43,922  △15 43,907

セグメント利益 992 517 412  1,923  8 1,931

（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  23,818  43,907 － － － － 

営業利益  848  1,082  1,931 － － － － 

経常利益  945  1,126  2,072 － － － － 

四半期(当期)純利益  479  708  1,187 － － － － 

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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