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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 7,031 ― 179 ― 178 ― 99 ―

20年3月期第1四半期 7,478 85.9 1,197 ― 1,216 ― 701 ―

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

21年3月期第1四半期 8.03 7.24
20年3月期第1四半期 56.61 51.04

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

21年3月期第1四半期 16,463 6,911 42.0 558.10
20年3月期 14,408 6,942 48.2 560.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,911百万円 20年3月期  6,942百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 12,500 △10.0 265 △84.5 250 △85.4 90 △90.7 7.27
通期 29,000 20.6 830 △52.3 770 △55.2 340 △60.7 27.45

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、３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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第1四半期  12,384,800株 20年3月期  12,384,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  800株 20年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  12,384,000株 20年3月期第1四半期  12,384,000株

※１．当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後さまざ
まな要因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
※２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当四半期における二次電池（リチウムイオン電池・ニッケル水素電池等）の市場環境は、電池の種類間において増

減があるものの全体では引き続き順調に推移いたしました。 

電池の種類別では、小型二次電池におけるニッケル水素電池やニカド電池は、サブプライムローン問題を背景とし

た米国住宅需要減少の影響から電動工具向け電池の需要の減少やリチウムイオン電池へのシフトもあり、これら電池

向け正極材料の販売は前年同期比で減少いたしました。一方、ノートパソコンや携帯電話、デジカメ向け等を主な用

途とするリチウムイオン電池は、すべての用途分野で拡大傾向が続いていることに加え、当社が戦略的に同電池向け

正極材料のマーケットシェアの拡大を図っていることから、同電池向け正極材料の販売は増加基調で推移しておりま

す。また、環境対策自動車（ハイブリッド車等）は原油高騰や世界的な環境配慮の観点からも市場拡大が続いており、

現状搭載されておりますニッケル水素電池向け正極材料の販売は拡大傾向にあります。 

当社といたしましてはこれらの市場拡大に向け、当期を初年度とした中期三ヵ年計画を策定し、計画に沿った選択

と集中を図りながら、積極的な設備投資をはじめ増産対応体制を構築中であります。 

コスト面においては新年度税制改正（耐用年数の短縮化）による減価償却費の増加や増産体制構築のための人員補

充や新規設備の試作運転にともなうコスト増に加え、原油高騰の影響を受けたエネルギー関連費用の増加や酸・アル

カリ等の補助原料の値上げによる大幅なコスト増を余儀なくされております。 

また、前年第１四半期はニッケル・コバルトの国際相場が急激に上昇したことが売価に反映された結果、在庫簿価

との差が拡大し、収益を大きく押し上げました。しかし、ニッケルにつきましては前年第１四半期をピークに緩やか

ながらも低下基調で推移し、当四半期末においては一段と相場が下落した結果、たな卸資産において在庫簿価の切下

げを行っております。 

以上の結果、売上高 7,031 百万円、営業利益 179 百万円、経常利益 178 百万円となり、さらに不要な機械設備等の

固定資産除却損２百万円を処理した結果、税引前四半期純利益は 175 百万円となり、四半期純利益は 99 百万円とな

りました。 

 

   【ご参考】 

   （ニッケル国際相場：円貨換算）                        （単位：円/kg） 

 4～6 月平均 7～9月平均 10～12 月平均 1～3月平均 

21 年 3 月期 2,706 － － －

20 年 3 月期 5,847 3,596 3,338 3,073

19 年 3 月期 2,298 3,420 3,936 4,989

   （コバルト国際相場：円貨換算）                        （単位：円/kg） 

 4～6 月平均 7～9月平均 10～12 月平均 1～3月平均 

21 年 3 月期 11,101 － － －

20 年 3 月期 7,892 7,077 8,566 11,344

19 年 3 月期 3,855 4,342 5,402 7,228

   ※ ニッケル LME（ロンドン金属取引所）月次平均×TTS 月次平均  

 コバルト LMB（ロンドン発行メタルブリテン誌）月次平均×TTS 月次平均 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は 16,463 百万円となり、前事業年度末比 2,055 百万円の増加となりまし

た。その主な要因は棚卸資産の増加 472 百万円と設備投資等による有形固定資産の増加 1,425 百万円によるものであ

ります。 

なお、純資産は前事業年度末比 30 百万円減少の 6,911 百万円となり、自己資本比率は 42.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して 241

百万円増加し、当第１四半期会計期間末における資金は、2,301 百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、654 百万円の増加となりました。これは主に税引前四半期純利益 175

百万円、減価償却費 295 百万円、運転資金の減少 682 百万円に対して、法人税等の支払い 433 百万円があったためで

あります。 
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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、284 百万円の減少となりました。これは設備投資を中心とする有形固

定資産の取得による支出が 281 百万円あったためであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、116 百万円の減少となりました。これは配当金の支払 86 百万円及び

長期借入金の期日弁済 29 百万円を実施したためであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の業績予想については、業績予想に変更はありません。 

  

４．その他 

（1）簡便な会計処理及び四半期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。 

 

（2）四半期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 

 ①当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号 平成 19 年３月 14 日）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号 平成 19 年３

月 14 日）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成してお

ります。 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総平均法による低価法によっており

ましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 30 百万円増加しております。 
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５．【四半期財務諸表】 

 (1)四半期貸借対照表 

                               （単位：百万円） 

 
当第 1四半期会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前事業年度末に係 

る要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部  
 流動資産  

  現金及び預金 2,301  2,059

  受取手形及び売掛金 2,534  2,601

  商品及び製品 1,310  1,155

  仕掛品 2,199  1,751

  原材料及び貯蔵品 448  579

  その他 190  204

  流動資産合計 8,986  8,351

 固定資産  

  有形固定資産  

   機械及び装置（純額） 3,648  3,756

   その他（純額） 3,530  1,996

   有形固定資産合計 7,178  5,752

  無形固定資産 28  28

  投資その他の資産  

   その他 270  275

   貸倒引当金 △0  △0

   投資その他の資産合計 269  274

  固定資産合計 7,477  6,056

 資産合計 16,463  14,408
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                                         （単位：百万円） 

 
当第 1四半期会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部  
 流動負債  

  支払手形及び買掛金 3,702  2,613

  短期借入金 100  100

  1 年内返済予定の長期借入金 159  159

  1 年内償還予定の社債 2,000  2,000

  未払金 1,844  625

  未払法人税等 49  443

  引当金 197  268

  その他 520  192

  流動負債合計 8,574  6,403

 固定負債  

  長期借入金 725  755

  引当金 90  307

  その他 161  －

  固定負債合計 976  1,062

 負債合計 9,551  7,465

純資産の部  
 株主資本  

  資本金 1,910  1,910

  資本剰余金 2,528  2,528

  利益剰余金 2,446  2,495

  自己株式 △1  △1

  株主資本合計 6,883  6,933

 評価・換算差額等  
  その他有価証券評価差額金 27  9

  評価・換算差額等合計 27  9

 純資産合計 6,911  6,942

負債純資産合計 16,463  14,408
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(2)四半期損益計算書  

 第１四半期累計期間 

                         （単位：百万円） 
 当第 1四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日）

売上高 7,031

売上原価 6,544

売上総利益 487

販売費及び一般管理費 307

営業利益 179

営業外収益 

 業務受託料 2

 スクラップ売却収入 3

 その他 2

 営業外収益合計 8

営業外費用 

 支払利息 4

 為替差損 1

 その他 2

 営業外費用合計 8

経常利益 178

特別損失 

 固定資産除却損 2

 特別損失合計 2

税引前四半期純利益 175

法人税、住民税及び事業税 45
法人税等調整額 30

法人税等合計 76

四半期純利益 99
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書            
（単位：百万円） 

 当第 1四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 175

 減価償却費 295

 引当金の増減額（△は減少） △288

 固定資産除却損 2

 売上債権の増減額（△は増加） 66

 たな卸資産の増減額（△は増加） △472

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,088

 その他 222

 小計 1,090

 利息及び配当金の受取額 0

 利息の支払額 △4

 法人税等の支払額 △433

 営業活動によるキャッシュ・フロー 654

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △281

 その他 △2

 投資活動によるキャッシュ・フロー △284

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △29

 配当金の支払額 △86

 財務活動によるキャッシュ・フロー △116

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241

現金及び現金同等物の期首残高 2,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301

 

 
 

(4)継続企業の前提に関する注記    

該当事項はありません。 
 
(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期損益計算書  

                           （単位：百万円） 

 前第 1四半期累計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

  至 平成 19 年６月 30 日）

売上高 7,478
売上原価 6,015

売上総利益 1,463

販売費及び一般管理費 265

営業利益 1,197

営業外収益 29
営業外費用 10

経常利益 1,216

特別損失 40

税引前四半期純利益 1,175

税金費用 474

四半期純利益 701
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(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  
（単位：百万円） 

 前第 1四半期累計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

  至 平成 19 年６月 30 日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 1,175

 減価償却費 205

 売上債権の増減額（△は増加） △192

 たな卸資産の増減額（△は増加） △245

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,215

 その他 158

 小計 △114

 利息及び配当金の受取額 0

 利息の支払額 △4

 法人税等の支払額 △478

 営業活動によるキャッシュ・フロー △596

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △81

 その他 △0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入れによる収入 400

 長期借入金の返済による支出 △429

 配当金の支払額 △87

 財務活動によるキャッシュ・フロー △117

現金及び現金同等物に係る換算差額 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △779

現金及び現金同等物の期首残高 2,980

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,201
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