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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 11,150 29.6 1,771 187.8 1,717 189.0 1,028 216.5
22年3月期第3四半期 8,603 △20.8 615 215.4 594 ― 324 ―

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 95.57 ―
22年3月期第3四半期 30.19 ―

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 20,047 13,268 66.2 1,233.39
22年3月期 19,435 12,458 64.1 1,158.10

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  13,268百万円 22年3月期  12,458百万円

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 ― 8.00 13.00
23年3月期 ― 9.00 ―
23年3月期 

（予想）
9.00 18.00

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  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 14,250 6.3 2,130 77.6 2,140 77.3 1,280 167.8 118.98



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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．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、【添付資料】P.３「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 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 10,953,582株 22年3月期  10,953,582株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  195,716株 22年3月期  195,596株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 10,757,918株 22年3月期3Q 10,759,594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わが国経済は、欧米や中国経済の先行き不透明感に加えて、長引く円高や国

内エコカー補助金などの景気刺激策の終了・縮小などにより、上半期の回復基調から踊り場局面に入っている状況

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、世界的なＩＴ製品の在庫調整によりデジ

タル関連機器や一般機械を中心に一時的な落ち込みが見られました。当社の主力商品であるセパレータ事業におい

ては、高水準で推移した上半期に比べて一服感がありますが、概ね計画どおり推移しております。この結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は、111億５千万円（前年同四半期比25億４千６百万円、29.6％増）の実績となり

ました。 

利益面につきましては、セパレータ事業における高品質、高信頼性製品の売上高の増加などにより、営業利益は

17億７千１百万円（前年同四半期比11億５千５百万円、187.8％増）、経常利益は17億１千７百万円（前年同四半

期比11億２千３万円、189.0％増）、四半期純利益につきましては10億２千８百万円（前年同四半期比７億３百万

円、216.5％増）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。なお、第１四半期連結会

計期間よりセグメント情報の区分を見直しておりますので、前年同四半期比については省略しております。 

  

［セパレータ事業］ 

コンデンサ用セパレータは、薄型ＴＶなどの民生向けにおいて一部調整が続いておりますが、太陽光・風力発電

用や民生・産機向けインバータ用などは安定的に推移しております。電池用セパレータにつきましては、中国市場

において一時的な調整がありましたが、省エネ型輸送機器や風力発電などの環境分野で使用される電気二重層キャ

パシタ向けなどが高水準で推移したため、当第３四半期連結累計期間の売上高は103億５百万円、営業利益は21億

１千９百万円の実績となりました。 

  

［回路基板事業］ 

新たな機能を付加した新製品の開発ならびに受注活動を継続しておりますが、事業の再構築途上のため、いまだ

本格的な成約には至らず、当第３四半期連結累計期間の売上高は７億９千３百万円、営業損失は２億円の実績とな

りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、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により、前連結会計年度末に比べ６億１千２百万円増加し、200億４千７百万円となり

ました。 

 負債につきましては、仕入債務の増加および長期借入れの実施等がありましたが、短期借入金の減少および長期

借入金の約定返済等により、前連結会計年度末に比べ１億９千７百万円減少し、67億７千８百万円となりました。

 また、純資産の部は、前期決算に係る利益配当ならびに中間配当等による減少があるものの、当第３四半期純利

益10億２千８百万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８億９百万円増加

し、132億６千８百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

今後のわが国の経済は、欧米経済の停滞とともに円高基調の継続や国内政策効果のはく落など、不透明な状況で

あります。当社のセパレータ事業においては、高水準で推移した上半期に比べて一服感がありますが、概ね計画ど

おり推移しております。このため、通期の連結業績予想につきましては、平成22年10月29日に公表しました業績予

想を変更しておりません。 

 なお、今後の様々な要因によって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。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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）

および「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

しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ2,472千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は25,443千

円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

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：千円）

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 1,732,924 1,607,325

受取手形及び売掛金 4,536,474 3,945,133

商品及び製品 1,102,190 1,145,558

仕掛品 77,040 96,646

原材料及び貯蔵品 1,237,009 1,197,649

その他 498,447 478,079

貸倒引当金 △82 △73

流動資産合計 9,184,004 8,470,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,561,783 2,631,541

機械装置及び運搬具（純額） 4,522,424 4,598,625

土地 1,636,648 1,638,422

建設仮勘定 339,950 220,011

その他（純額） 208,413 209,000

有形固定資産合計 9,269,220 9,297,602

無形固定資産 43,954 58,532

投資その他の資産   

投資有価証券 416,397 467,588

繰延税金資産 636,575 620,063

その他 518,306 542,295

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 1,550,279 1,608,948

固定資産合計 10,863,454 10,965,083

資産合計 20,047,458 19,435,401
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 830,816 758,930

短期借入金 195,459 573,047

1年内返済予定の長期借入金 619,600 1,184,600

未払金 1,445,563 1,141,170

未払法人税等 451,962 223,489

賞与引当金 93,000 －

設備関係未払金 212,629 265,041

その他 408,660 678,604

流動負債合計 4,257,691 4,824,883

固定負債   

長期借入金 1,667,600 1,347,300

退職給付引当金 618,255 582,435

役員退職慰労引当金 214,820 202,250

その他 20,493 19,727

固定負債合計 2,521,168 2,151,712

負債合計 6,778,860 6,976,596

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 3,942,349

利益剰余金 7,362,354 6,517,078

自己株式 △164,136 △163,957

株主資本合計 13,382,331 12,537,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,649 △9,818

為替換算調整勘定 △74,083 △68,597

評価・換算差額等合計 △113,733 △78,415

純資産合計 13,268,598 12,458,805

負債純資産合計 20,047,458 19,435,401
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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 8,603,727 11,150,016

売上原価 6,803,784 7,971,487

売上総利益 1,799,942 3,178,528

販売費及び一般管理費 1,184,417 1,407,190

営業利益 615,525 1,771,338

営業外収益   

受取利息 4,677 2,398

受取配当金 6,619 6,513

持分法による投資利益 26,326 9,822

助成金収入 17,554 59,007

その他 24,404 6,368

営業外収益合計 79,582 84,110

営業外費用   

支払利息 37,177 19,588

為替差損 59,784 116,263

その他 3,760 1,801

営業外費用合計 100,722 137,654

経常利益 594,385 1,717,794

特別損失   

固定資産売却損 － 811

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,971

固定資産除却損 2,017 13,296

投資有価証券評価損 － 3,360

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 4,950 －

ゴルフ会員権売却損 1,114 －

特別損失合計 8,081 40,438

税金等調整前四半期純利益 586,304 1,677,355

法人税、住民税及び事業税 21,228 548,865

法人税等調整額 240,266 100,329

法人税等合計 261,495 649,194

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,028,161

四半期純利益 324,808 1,028,161
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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   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 
 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
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。 

 当社は、アルミ電解コンデンサ用および電池用として使用されるセパレータの製造・販売を主事業として、耐

熱性合成樹脂を応用加工した回路基板の製造 ・販売の事業活動をおこなっております。 

 したがって、当社は、「セパレータ事業」および「回路基板事業」の２つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主要製品は、以下のとおりであります。 

  

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）「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、不織布設備の設計・販売・技

術指導等を含んでおります。 

  

３．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。 

  

（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）および「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）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。 

セパレータ事業 アルミ電解コンデンサ・導電性高分子固体コンデンサ用セパレータ、マンガン乾電池・

アルカリ乾電池・リチウムイオン電池・ニッケル水素電池・電気二重層キャパシタ用セ

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 ＦＰＣ（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）

  

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） 

回路基板 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高           

外部顧客への売上高  10,305,564  793,673  11,099,238  50,778  11,150,016

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  10,305,564  793,673  11,099,238  50,778  11,150,016

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 2,119,774  △200,077  1,919,696  △25,231  1,894,464

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  1,919,696

「その他」の区分の利益  △25,231

全社費用（注）  △123,126

四半期連結損益計算書の営業利益   1,771,338

（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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