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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 6,443 18.9 367 41.2 456 163.1 223 ―
25年3月期第2四半期 5,420 △27.3 260 △75.9 173 △82.7 △95 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 368百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △84百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 20.79 ―
25年3月期第2四半期 △8.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 25,160 13,654 54.3
25年3月期 26,425 13,380 50.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  13,654百万円 25年3月期  13,380百万円

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

25年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
26年3月期 ― 9.00
26年3月期（予想） ― 9.00 18.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
 連結業績予想の修正につきましては、本日別途公表しております「平成26年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と決算数値との差異および通期業績予
想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 12,620 20.7 510 ― 550 ― 250 ― 23.24



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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、その達成を当社と
して約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項は、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
２．当社は、平成25年12月４日に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明資料については、開催後速やかに当社
ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 10,953,582 株 25年3月期 10,953,582 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 196,281 株 25年3月期 196,281 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,757,301 株 25年3月期2Q 10,757,389 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国などの新興国において低迷したものの、先進国を中心に

緩やかに回復いたしました。

わが国経済は円安の定着や米国景気の改善を受け、自動車産業を中心に業績の回復が鮮明となり、政府の経済対

策による下支えもあったことから、全体として回復基調で推移いたしました。

当社グループの関連市場であるエレクトロニクス業界では、ＰＣやＡＶ機器関連などの需要が依然として低迷し

ておりますが、自動車、スマートフォン、太陽光発電および産業用インバータ関連は堅調に推移するとともに、国

内市場では、今夏の全国的な猛暑によるエアコン特需がありました。

特に、カーエレクトロニクス市場においては、安全性の向上を目的とした電装化や燃費改善のための減速エネ

ルギー回生システムの搭載などが進むとともに、ＨＥＶなどの普及による蓄電デバイスの需要拡大がありました。

このような状況のなか、当社セパレータ事業では、車載関連ならびに太陽光発電および産業用インバータ向け

の需要が増加傾向であったことから、受注は比較的堅調に推移いたしました。

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、64億４千３百万円（前年同四半期比10億２

千３百万円、18.9％増）の実績となりました。

利益面につきましては、営業利益は３億６千７百万円（前年同四半期比１億７百万円、41.2％増）、経常利益は

４億５千６百万円（前年同四半期比２億８千２百万円、163.1％増）、四半期純利益につきましては、時価の下落

にともなう投資有価証券評価損９千９百万円などを計上したため、２億２千３百万円（前年同四半期は９千５百万

円の四半期純損失）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61億６千万円（前年同四半期比10億２千１百万円、

19.9％増）、営業利益は４億６千８百万円（前年同四半期比６千３百万円、15.8％増）の実績となりました。

・コンデンサ用セパレータ

低圧用では車載向けが、また中高圧用では太陽光発電、産業用インバータ、エアコンをはじめとした白物家電

向けなどが堅調に推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は50億４千１百万円（前年同四半期比７億８千万

円、18.3％増）の実績となりました。

・電池用セパレータ

減速エネルギー回生システムを搭載した低燃費車両の市場が拡大したことから、電気二重層キャパシタおよ

び大型リチウムイオン電池向けの受注が牽引し、当第２四半期連結累計期間の売上高は11億１千９百万円（前年

同四半期比２億４千１百万円、27.5％増）の実績となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加、売上債権の増加等がありましたが、有形

固定資産の減価償却実施等により、前連結会計年度末に比べ12億６千５百万円減少し、251億６千万円となりまし

た。

負債につきましては、短期借入金の減少、長期借入金の約定返済等により、前連結会計年度末に比べ15億３千９

百万円減少し、115億５百万円となりました。

また、純資産の部は、前期決算に係る利益配当等があるものの、四半期純利益２億２千３百万円を計上したこと

による利益剰余金の増加やその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ２億７千４百万円

増加し、136億５千４百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間までの実績と今後の受注動向などを踏まえ、平成

25年５月14日「平成25年３月期 決算短信」において公表いたしました連結業績予想を修正いたしております。修

正の内容および理由につきましては、本日別途公表しております「平成26年３月期第２四半期累計期間の業績予想

値と決算数値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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（注記事項）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：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,372,033 1,504,942

受取手形及び売掛金 3,526,461 3,651,438

商品及び製品 1,570,727 1,536,458

仕掛品 45,653 72,520

原材料及び貯蔵品 2,394,894 2,306,135

繰延税金資産 164,060 159,169

その他 441,430 206,150

貸倒引当金 △7,301 △7,265

流動資産合計 9,507,959 9,429,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,341,828 4,053,559

機械装置及び運搬具（純額） 8,351,106 7,484,913

土地 2,297,274 2,209,516

建設仮勘定 38,075 243,462

その他（純額） 386,659 347,383

有形固定資産合計 15,414,944 14,338,835

無形固定資産 40,421 34,849

投資その他の資産

投資有価証券 422,135 449,248

繰延税金資産 609,090 512,701

その他 451,823 415,869

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 1,462,050 1,356,819

固定資産合計 16,917,416 15,730,504

資産合計 26,425,375 25,160,055
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 742,985 666,101

短期借入金 2,113,717 1,529,468

1年内返済予定の長期借入金 2,219,580 2,068,280

未払金 879,006 895,224

未払法人税等 8,092 86,101

設備関係支払手形 － 3,477

設備関係未払金 154,464 194,067

その他 437,053 542,663

流動負債合計 6,554,900 5,985,384

固定負債

長期借入金 5,628,546 4,670,056

繰延税金負債 28,252 26,950

退職給付引当金 586,730 589,488

役員退職慰労引当金 246,250 233,415

固定負債合計 6,489,778 5,519,909

負債合計 13,044,679 11,505,293

純資産の部

株主資本

資本金 2,241,749 2,241,749

資本剰余金 3,942,363 3,942,363

利益剰余金 7,444,460 7,571,322

自己株式 △165,257 △165,257

株主資本合計 13,463,316 13,590,178

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △42,472 42,526

為替換算調整勘定 △40,147 22,056

その他の包括利益累計額合計 △82,619 64,583

純資産合計 13,380,696 13,654,761

負債純資産合計 26,425,375 25,160,055
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 5,420,607 6,443,867

売上原価 4,330,717 5,229,359

売上総利益 1,089,890 1,214,507

販売費及び一般管理費 829,560 846,893

営業利益 260,329 367,614

営業外収益

受取利息 1,120 2,005

受取配当金 3,431 3,428

為替差益 － 64,229

助成金収入 10,649 40,692

還付加算金 9,284 2,878

その他 10,307 4,223

営業外収益合計 34,793 117,459

営業外費用

支払利息 27,044 20,759

持分法による投資損失 41,055 －

為替差損 49,676 －

その他 3,842 7,898

営業外費用合計 121,619 28,658

経常利益 173,503 456,415

特別利益

固定資産売却益 761 870

投資有価証券売却益 － 1,065

特別利益合計 761 1,935

特別損失

固定資産除却損 302 －

投資有価証券評価損 154,742 99,897

特別損失合計 155,044 99,897

税金等調整前四半期純利益 19,220 358,454

法人税、住民税及び事業税 122,602 77,890

法人税等調整額 △7,591 56,885

法人税等合計 115,011 134,776

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△95,790 223,678

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,790 223,678
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△95,790 223,678

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,411 84,998

為替換算調整勘定 5,580 60,116

持分法適用会社に対する持分相当額 2,388 －

その他の包括利益合計 11,380 145,115

四半期包括利益 △84,409 368,793

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △84,409 368,793

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、超薄型フレキシブル基板の

販売、無機／有機ナノハイブリッド膜の製造等をおこなっております。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント
その他
（千円）
（注）

合計
（千円）セパレータ事業

（千円）

売上高

外部顧客への売上高 5,139,207 281,400 5,420,607

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 5,139,207 281,400 5,420,607

セグメント利益又はセグメント損失(△) 405,041 △109,328 295,712

利益 金額（千円）

報告セグメント計 405,041

「その他」の区分の損失(△) △109,328

全社費用（注） △35,383

四半期連結損益計算書の営業利益 260,329
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、超薄型フレキシブル基板の

販売、無機／有機ナノハイブリッド膜の製造等をおこなっております。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「セパレータ事業」、「回路基板事業」の２

区分から、「回路基板事業」について量的な重要性が乏しくなったため、「セパレータ事業」の１区分

に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメント

の区分に基づき作成したものを開示しております。

報告セグメント
その他
（千円）
（注）

合計
（千円）セパレータ事業

（千円）

売上高

外部顧客への売上高 6,160,908 282,959 6,443,867

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 6,160,908 282,959 6,443,867

セグメント利益又はセグメント損失(△) 468,877 △40,859 428,017

利益 金額（千円）

報告セグメント計 468,877

「その他」の区分の損失(△) △40,859

全社費用（注） △60,403

四半期連結損益計算書の営業利益 367,614
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