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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 3,865 2.1 611 △15.7 595 △20.8 370 △14.8
23年3月期第1四半期 3,785 47.0 725 590.1 751 669.8 434 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 396百万円 （△9.9％） 23年3月期第1四半期 440百万円 （―％）

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 34.40 ―
23年3月期第1四半期 40.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,463 13,926 62.0
23年3月期 20,638 13,626 66.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,926百万円 23年3月期  13,626百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 7,850 3.0 1,080 △19.2 1,080 △17.1 660 △13.8 61.35
通期 16,200 10.3 2,350 4.1 2,360 3.0 1,440 2.9 133.86



(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．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】２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 10,953,582 株 23年3月期 10,953,582 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 195,876 株 23年3月期 195,876 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,757,706 株 23年3月期1Q 10,757,986 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わが国経済は、本年３月の東日本大震災によるサプライチェーン寸断の影響

やその後の電力供給問題などにより、情勢の見極めが困難な状況が継続しました。 

 当社グループの関連市場であるエレクトロニクス業界におきましては、当初、震災の影響による部品・材料の供

給問題が顕在化し、一部に混乱が見られましたが、速やかな復旧がおこなわれ、ほぼ震災前の生産能力に回復して

おります。 

 このような状況のなか、セパレータ事業では、中国を中心としたアジア地域での太陽光・風力発電に代表される

再生可能エネルギー市場の拡大や工作機械などの産機向けの旺盛な需要が続いております。 

 この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、38億６千５百万円（前年同四半期比７千９百

万円、2.1％増）の実績となりました。 

 利益面につきましては、セパレータ事業での売上高増加にともない、高水準な稼働が続いたものの、米子新工場

要員の採用による労務費などの増加により、営業利益は６億１千１百万円（前年同四半期比１億１千４百万円、

15.7％減）、経常利益は５億９千５百万円（前年同四半期比１億５千６百万円、20.8％減）、四半期純利益につき

ましては３億７千万円（前年同四半期比６千４百万円、14.8％減）の実績となりました。 

 当第１四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］ 

 世界的な省エネへの関心の高まりを背景としたエアコンなどのインバータや産機向けなどの中高圧用コンデンサ

用セパレータの受注が高水準で推移したため、セパレータ事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は36億５千９

百万円（前年同四半期比１億７千５百万円、5.0％増）、営業利益は７億４千２百万円（前年同四半期比９千６百

万円、11.5％減）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、成約には至っておらず、当第１四

半期連結累計期間の売上高は１億９千８百万円（前年同四半期比５千８百万円、22.7％減）、営業損失は１億７百

万円（前年同四半期は５千６百万円の営業損失）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１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の増加、有形固定資産の取得等により前連結会計年度

末に比べ18億２千４百万円増加し、224億６千３百万円となりました。 

  負債につきましては、長期借入れの実施および約定返済、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比

べ15億２千５百万円増加し、85億３千７百万円となりました。また、純資産の部は、前期決算に係る利益配当等に

よる減少があるものの、四半期純利益３億７千万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２億９千９百万円増加し、139億２千６百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後のわが国経済は、東日本大震災からの復旧が本格化し、秋口以降は回復基調となる予測が高まっております

が、中国などの新興国におけるインフレ抑制のための金融引締め策や欧州の財政問題などによる世界経済の減速懸

念に加え、国内電力不足の長期化など景気の下振れ要因もあり、依然として、先行きは不透明な状況であります。

 このため、第２四半期連結累計期間および通期におきましては、平成23年５月12日付「平成23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．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（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：千円）

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 1,424,559 1,586,956

受取手形及び売掛金 3,485,413 4,189,720

有価証券 800,000 －

商品及び製品 1,274,455 1,418,075

仕掛品 88,992 75,617

原材料及び貯蔵品 1,288,722 1,340,636

繰延税金資産 236,133 106,226

その他 246,509 297,968

貸倒引当金 △62 △74

流動資産合計 8,844,724 9,015,127

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,562,465 2,504,204

機械装置及び運搬具（純額） 4,874,945 4,576,056

土地 1,636,648 2,437,250

建設仮勘定 898,119 2,105,477

その他（純額） 215,958 216,891

有形固定資産合計 10,188,137 11,839,880

無形固定資産 40,056 35,570

投資その他の資産   

投資有価証券 420,692 427,041

繰延税金資産 635,340 637,628

その他 530,981 529,347

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 1,566,014 1,573,017

固定資産合計 11,794,208 13,448,467

資産合計 20,638,933 22,463,594
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（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 701,678 871,346

短期借入金 470,308 173,625

1年内返済予定の長期借入金 619,600 1,019,600

未払金 1,023,096 1,084,563

未払法人税等 775,869 98,382

賞与引当金 － 112,800

設備関係支払手形 3,990 3,990

設備関係未払金 519,067 905,544

その他 504,231 397,079

流動負債合計 4,617,842 4,666,931

固定負債   

長期借入金 1,527,700 2,987,800

繰延税金負債 21,231 26,811

退職給付引当金 626,548 632,698

役員退職慰労引当金 219,010 223,200

固定負債合計 2,394,489 3,870,509

負債合計 7,012,332 8,537,440

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 7,733,558 8,006,816

自己株式 △164,453 △164,453

株主資本合計 13,753,218 14,026,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △37,103 △33,894

為替換算調整勘定 △89,514 △66,428

その他の包括利益累計額合計 △126,617 △100,323

純資産合計 13,626,601 13,926,153

負債純資産合計 20,638,933 22,463,594
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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：千円）

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 3,785,135 3,865,042

売上原価 2,580,334 2,764,213

売上総利益 1,204,801 1,100,829

販売費及び一般管理費 478,813 489,146

営業利益 725,987 611,683

営業外収益   

受取利息 614 1,106

受取配当金 3,365 3,546

持分法による投資利益 1,717 1,124

助成金収入 58,629 3,965

その他 2,572 3,925

営業外収益合計 66,900 13,668

営業外費用   

支払利息 8,013 6,610

為替差損 31,095 22,387

その他 1,800 900

営業外費用合計 40,909 29,897

経常利益 751,979 595,454

特別損失   

固定資産除却損 2,457 6,373

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,971 －

投資有価証券評価損 3,360 －

特別損失合計 28,788 6,373

税金等調整前四半期純利益 723,190 589,081

法人税、住民税及び事業税 168,658 89,763

法人税等調整額 120,412 129,239

法人税等合計 289,071 219,003

少数株主損益調整前四半期純利益 434,119 370,077

四半期純利益 434,119 370,077
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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：千円）

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 434,119 370,077

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,445 3,208

為替換算調整勘定 22,192 19,591

持分法適用会社に対する持分相当額 1,204 3,493

その他の包括利益合計 5,951 26,294

四半期包括利益 440,070 396,372

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 440,070 396,372

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。  

  

  

〔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） 

 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、不織布設備の設計・販売・技術

指導等を含んでおります。 

  

 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。 

  

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） 

 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、不織布設備の設計・販売・技術

指導等を含んでおります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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） 

回路基板 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高           

外部顧客への売上高  3,483,409  256,174  3,739,584  45,551  3,785,135

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  3,483,409  256,174  3,739,584  45,551  3,785,135

セグメント利益又はセグメント

損失(△) 
 839,248  △56,909  782,339  1,299  783,638

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  782,339

「その他」の区分の利益  1,299

全社費用（注）  △57,650

四半期連結損益計算書の営業利益  725,987

  

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  3,659,170  198,043  3,857,213  7,828  3,865,042

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  3,659,170  198,043  3,857,213  7,828  3,865,042

セグメント利益又はセグメント

損失(△) 
 742,659  △107,605  635,053  △7,287  627,765
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 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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  635,053

「その他」の区分の損失  △7,287

全社費用（注）  △16,082

四半期連結損益計算書の営業利益  611,683

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ニッポン高度紙工業㈱（3891）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 9 -


	82期第1Qサマリー情報（TDNet用）.pdf最新.pdf
	82期第１Ｑ(サマリーより後).pdf最新
	82期第１Ｑ財務諸表前.pdf
	財務諸表
	821Q短信財務諸表後




