
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ニッポン高度紙工業株式会社 上場取引所 大 
コード番号 3891 URL http://www.kodoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鎮西 正一郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 山岡 俊則 TEL 088-894-2321
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 平成23年12月2日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

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 7,451 △2.2 1,079 △19.3 1,001 △23.1 611 △20.1
23年3月期第2四半期 7,618 38.4 1,336 272.9 1,302 320.3 765 388.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 620百万円 （△13.9％） 23年3月期第2四半期 721百万円 （―％）

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 56.81 ―
23年3月期第2四半期 71.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 24,040 14,149 58.9
23年3月期 20,638 13,626 66.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  14,149百万円 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  ：  有  
 

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 ― 9.00
24年3月期（予想） ― 9.00 18.00

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 12,870 △12.4 770 △65.9 720 △68.6 430 △69.3 39.97



(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2Q 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2Q 196,156 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2Q 10,757,613 株 23年3月期2Q 10,757,944 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

ニッポン高度紙工業㈱（3891）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 1 -



（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わが国経済は、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンの復旧が進み、

自動車や関連産業を中心に、生産や輸出に持ち直しの動きが見られました。しかしながら、欧州の債務問題や米国

経済の減速、加えて、過去 高水準の円高などにより、わが国経済には、先行きの不透明感が広がっております。

 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、中国などの新興国でのインフレ抑制のた

めの金融引締め策による世界的な景気の先行き不安や、薄型テレビなどを中心とする民生機器市場における在庫調

整など、需要の下振れが懸念されております。 

 このような事業環境のもと、当社の主力であるセパレータ事業では、当連結累計期間前半はエアコンや産機のイ

ンバータ向けなどの受注が高水準で推移しましたが、後半に入り減速傾向にあります。 

 このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、74億５千１百万円（前年同四半

期比１億６千７百万円、2.2％減）の実績となりました。 

 利益面につきましては、営業利益は当初の計画どおり、10億７千９百万円（前年同四半期比２億５千７百万円、

19.3％減）、経常利益は、急激な円高の進行による為替差損８千６百万円が発生したことにより10億１百万円（前

年同四半期比３億円、23.1％減）、四半期純利益につきましては６億１千１百万円（前年同四半期比１億５千４百

万円、20.1％減）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70億５千３百万円（前年同四半期比４百万円、0.1％

増）、営業利益は13億４千６百万円（前年同四半期比２億２千８百万円、14.5％減）の実績となりました。 

  

・コンデンサ用セパレータ 

 当連結累計期間におきましては、好調な省エネ機器向け中高圧アルミ電解コンデンサ用セパレータを中心にセッ

トメーカーが震災後に在庫を実需以上に確保する動きがあり、受注は高水準で推移しましたが、世界的な薄型テレ

ビ・パソコンの販売低迷や積みあがった在庫の調整により、受注は減少傾向を示しております。その結果、当第２

四半期連結累計期間の売上高は60億３千４百万円（前年同四半期比６千５百万円、1.1％減）の実績となりまし

た。 

  

・電池用セパレータ 

 当連結累計期間におきましては、アルカリマンガン電池向けでの震災特需やリチウムイオン電池用の販売が開始

されたことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は10億１千９百万円（前年同四半期比６千９百万円、

7.3％増）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２四

半期連結累計期間の売上高は３億８千８百万円（前年同四半期比１億３千４百万円、25.6％減）、営業損失は２億

１千８百万円（前年同四半期は１億２千１百万円の営業損失）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２四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34億１百万円増加し、240億４千万円となりました。 

 負債につきましては、長期借入れの実施および未払金の増加、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末

に比べ28億７千８百万円増加し、98億９千万円となりました。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６億１千１百万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５億２千３百万円増加し、141億４千９百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年7月28日「平成24年3月期 第1四半期決算短信」において公表いたしまし

た業績予想を修正いたしております。修正の内容ならびに修正の理由につきましては、本日別途公表しております

「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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（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 1,424,559 2,362,620

受取手形及び売掛金 3,485,413 3,809,335

商品及び製品 1,274,455 1,548,480

仕掛品 88,992 58,193

原材料及び貯蔵品 1,288,722 1,338,270

繰延税金資産 236,133 222,393

その他 1,046,509 237,072

貸倒引当金 △62 △64

流動資産合計 8,844,724 9,576,302

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,562,465 2,552,676

機械装置及び運搬具（純額） 4,874,945 4,476,601

土地 1,636,648 2,437,250

建設仮勘定 898,119 3,145,927

その他（純額） 215,958 211,200

有形固定資産合計 10,188,137 12,823,656

無形固定資産 40,056 42,083

投資その他の資産   

投資有価証券 420,692 427,589

繰延税金資産 635,340 633,211

その他 530,981 558,723

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 1,566,014 1,598,524

固定資産合計 11,794,208 14,464,265

資産合計 20,638,933 24,040,567
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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   

支払手形及び買掛金 701,678 996,992

短期借入金 470,308 148,450

1年内返済予定の長期借入金 619,600 1,159,592

未払金 1,023,096 1,120,791

未払法人税等 775,869 369,424

設備関係未払金 519,067 1,145,120

その他 508,221 518,961

流動負債合計 4,617,842 5,459,334

固定負債   

長期借入金 1,527,700 3,547,908

繰延税金負債 21,231 26,502

退職給付引当金 626,548 629,546

役員退職慰労引当金 219,010 227,390

固定負債合計 2,394,489 4,431,347

負債合計 7,012,332 9,890,681

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 8,247,898

自己株式 △164,453 △165,153

株主資本合計 13,753,218 14,266,858

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 △33,664

為替換算調整勘定 △89,514 △83,307

その他の包括利益累計額合計 △126,617 △116,971

純資産合計 13,626,601 14,149,886

負債純資産合計 20,638,933 24,040,567
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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 7,618,256 7,451,034

売上原価 5,329,572 5,417,769

売上総利益 2,288,683 2,033,264

販売費及び一般管理費 952,076 954,238

営業利益 1,336,607 1,079,025

営業外収益   

受取利息 1,323 2,700

受取配当金 3,539 3,749

持分法による投資利益 5,425 4,460

その他 63,541 15,129

営業外収益合計 73,829 26,039

営業外費用   

支払利息 14,460 14,368

為替差損 91,735 86,979

その他 1,801 2,274

営業外費用合計 107,998 103,622

経常利益 1,302,439 1,001,442

特別損失   

固定資産除却損 12,772 12,711

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 39,103 12,711

税金等調整前四半期純利益 1,263,335 988,731

法人税、住民税及び事業税 523,091 359,947

法人税等調整額 △25,052 17,624

法人税等合計 498,038 377,572

少数株主損益調整前四半期純利益 765,296 611,159

四半期純利益 765,296 611,159

ニッポン高度紙工業㈱（3891）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（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 765,296 611,159

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,067 3,438

為替換算調整勘定 1,600 4,714

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,702 1,492

その他の包括利益合計 △44,169 9,645

四半期包括利益 721,127 620,804

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 721,127 620,804

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） 

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。  

  

（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  7,049,019  523,041  7,572,061  46,195  7,618,256

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  7,049,019  523,041  7,572,061  46,195  7,618,256

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,575,166  △121,539  1,453,627  △14,988  1,438,639

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  1,453,627

「その他」の区分の損失  △14,988

全社費用（注）  △102,031

四半期連結損益計算書の営業利益  1,336,607
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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） 

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。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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  7,053,605  388,888  7,442,494  8,540  7,451,034

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

計  7,053,605  388,888  7,442,494  8,540  7,451,034

セグメント利益又はセグメン

ト損失(△) 
 1,346,298  △218,855  1,127,443  △15,814  1,111,628

利益 金額（千円） 

報告セグメント計  1,127,443

「その他」の区分の損失  △15,814

全社費用（注）  △32,602

四半期連結損益計算書の営業利益  1,079,025

（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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