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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 8,603 △20.8 615 215.4 594 ― 324 ―
21年3月期第3四半期 10,857 ― 195 ― 46 ― △209 ―

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3四半期 30.19 ―
21年3月期第3四半期 △19.41 ―

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3四半期 20,949 12,262 58.5 1,139.82
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3四半期  12,262百万円 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
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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3四半期 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3四半期  195,356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3四半期 10,759,594株 21年3月期第3四半期 10,790,065株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などのアジア新興国の経済回復により、自動車や電気機械

等の輸出産業で持ち直しが見られますが、依然として厳しい雇用環境に加えて円高の進行とデフレ基調が鮮明になる

など、先行き不透明な状況にあります。 

  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、中国市場の好調やエコカー・家電等の買い

替えを促す経済対策により、業況は改善傾向にあります。このようななか、当社グループの、当第３四半期連結累計

期間の売上高は、86億３百万円（前年同四半期比22億５千３百万円、20.8％減）の実績となりました。 

  利益面につきましては、回路基板事業は、厳しい受注状況が続き収益改善に至っておりませんが、セパレータ事業

での売上高増加にともなう稼働率向上に加え、製造コストおよび一般経費の削減を図ることにより、営業利益は６億

１千５百万円（前年同四半期比４億２千万円、215.4％増）、経常利益は５億９千４百万円（前年同四半期は４千６

百万円の経常利益）、四半期純利益につきましては３億２千４百万円（前年同四半期は２億９百万円の四半期純損

失）の実績となりました。 

 当第３四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〕 

  コンデンサ用セパレータは、回復途上ではありますが、薄型テレビに代表されるデジタル関連機器の回復に加え、

風力・太陽光発電などの環境関連向け設備など一部産機用にも持ち直しの兆しが見受けられます。電池用セパレータ

につきましては、中国市場向けに回復基調が見られますが、国内では、個人消費の冷えこみなどから受注の低迷が続

いております。この結果、セパレータ事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は、75億４千６百万円（前年同四半

期比13億５千５百万円、15.2％減）、営業利益は、10億２百万円（前年同四半期比６億２千６百万円、166.2％増）

の実績となりました。 

  

 〔回路基板事業〕 

 デジタルカメラや携帯型音楽プレーヤーなどの低価格化の進展を受け、機能面で優れた当社ＦＦＣも価格競争によ

る受注の減少が続いており、また、新たな機能を付加した新規案件につきましても本格的な受注獲得には至っておら

ず、厳しい収益環境となっております。当第３四半期連結累計期間の売上高は９億３千１百万円（前年同四半期比９

億２千４百万円、49.8％減）、営業損失２億２千２百万円（前年同四半期は９千万円の営業損失）となりました。 

  

 当第３四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３千万円増加し、209億４千９百万

円となりました。 

 負債につきましては、仕入債務およびその他負債等が増加しましたが、短期借入金の減少および長期借入金の約定

返済を進めたため、前連結会計年度末に比べ１億７千万円減少し、86億８千６百万円となりました。また、純資産の

部は、前期決算に係る配当ならびに中間配当等の社外流出による減少があるものの、当第３四半期純利益３億２千４

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２億円増加し、122億６千２百万

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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 当社グループの業績につきましては、一時期の 悪の状況は脱し当初の予想を上回る状況で推移しておりますが、

取り巻く経営環境は、為替の相場変動やデフレ懸念などの不安定要因などもあるため先行き不透明であります。 

このため、通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月30日付「平成22年3月期 第2四半期決算短信」にお

いて公表いたしました連結業績予想を変更しておりません。 

なお、今後の様々な要因を精査中であり連結業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたし

ます。 

  

 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３四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662百万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３四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３四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

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,598,344 2,210,442

受取手形及び売掛金 3,220,324 1,323,585

商品及び製品 889,635 730,508

仕掛品 109,411 116,174

原材料及び貯蔵品 1,673,527 2,107,067

その他 2,162,099 1,895,225

貸倒引当金 △70 △55

流動資産合計 9,653,272 8,382,947

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,881,200 3,078,624

機械装置及び運搬具（純額） 4,536,211 5,260,354

土地 1,638,422 1,638,422

建設仮勘定 468,624 402,267

その他（純額） 246,478 300,433

有形固定資産合計 9,770,937 10,680,103

無形固定資産 64,066 83,000

投資その他の資産   

投資有価証券 433,929 446,783

繰延税金資産 528,721 809,067

その他 519,488 533,180

貸倒引当金 △21,000 △16,050

投資その他の資産合計 1,461,140 1,772,981

固定資産合計 11,296,143 12,536,085

資産合計 20,949,415 20,919,033

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 790,095 354,059

短期借入金 1,171,191 1,921,906

1年内返済予定の長期借入金 1,284,600 960,000

未払金 1,453,375 1,184,363

未払法人税等 22,074 6,861

事業整理損失引当金 160,000 160,000

その他 1,531,992 1,437,078

流動負債合計 6,413,329 6,024,270
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,487,200 2,085,000

退職給付引当金 570,674 542,009

役員退職慰労引当金 198,170 187,360

その他 17,625 18,467

固定負債合計 2,273,670 2,832,837

負債合計 8,686,999 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 6,363,913 6,146,701

自己株式 △163,771 △162,482

株主資本合計 12,384,241 12,168,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,523 △27,671

為替換算調整勘定 △86,301 △78,720

評価・換算差額等合計 △121,824 △106,392

純資産合計 12,262,416 12,061,926

負債純資産合計 20,949,415 20,919,033
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 10,857,257 8,603,727

売上原価 8,717,546 6,803,784

売上総利益 2,139,711 1,799,942

販売費及び一般管理費 1,944,574 1,184,417

営業利益 195,137 615,525

営業外収益   

受取利息 2,863 4,677

受取配当金 8,710 6,619

持分法による投資利益 － 26,326

助成金収入 － 17,554

受取手数料 13,562 －

その他 8,107 24,404

営業外収益合計 33,243 79,582

営業外費用   

支払利息 29,906 37,177

持分法による投資損失 39,655 －

為替差損 102,041 59,784

その他 10,079 3,760

営業外費用合計 181,683 100,722

経常利益 46,696 594,385

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

固定資産除却損 10,086 2,017

ゴルフ会員権売却損 － 1,114

事業整理損失引当金繰入額 160,000 －

投資有価証券評価損 34,306 －

特別損失合計 290,775 8,081

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△244,078 586,304

法人税、住民税及び事業税 24,659 21,228

法人税等調整額 △59,307 240,266

法人税等合計 △34,647 261,495

四半期純利益又は四半期純損失（△） △209,430 324,808
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   

当第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 
 8,901,816  1,855,677  86,797  12,966  10,857,257  ―  10,857,257

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  8,901,816  1,855,677  86,797  12,966  10,857,257  ―  10,857,257

営業利益又は営業損失

(△) 
 376,702  △90,372  △64,625  △26,568  195,137  ―  195,137

  
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 
 7,546,544  931,043  56,810  69,328  8,603,727  ―  8,603,727

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  7,546,544  931,043  56,810  69,328  8,603,727  ―  8,603,727

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,002,755  △222,947  △51,916  △36,715  691,177  △75,651  615,525

（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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