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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、対前年同期増減率は記載しておりません。  

(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3四半期 21,310 ― △121 ― △149 ― △402 ―

20年3月期第3四半期 18,647 31.8 1,782 184.9 1,761 183.6 998 203.3

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3四半期 △32.51 ―

20年3月期第3四半期 80.59 72.66

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3四半期 15,695 6,394 40.7 516.39
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3四半期  6,394百万円 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  

21年3月期の期末の配当予想は1株当たり12円としておりますが、当期の通期実績と来年度の業績見通しを勘案した上であらためてご提案させていただく場合がありま
す。  

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

平成20年10月30日公表の業績予想は、平成21年1月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 

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 24,000 △0.2 △350 ― △400 ― △600 ― △48.45

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3四半期  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3四半期  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3四半期  12,384,000株 20年3月期第3四半期  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 

 当第３四半期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機に伴い、世界規模での実体経済が急速に後退し、

回復の時期が予想出来ない状況となっております。 

     このような経済状況のなか、二次電池（リチウムイオン電池・ニッケル水素電池等）の市場環境も、①米国住宅需

要の減少から電動工具向け電池の需要が大幅に減少していること②携帯電話向けにおいて日本国内の出荷台数の前年

比減少及び新興国での成長鈍化がみられること③実体経済の後退を受けて第３四半期後半より各電池メーカが生産調

整を行っていることから、当社における受注状況も大幅な減少で推移しております。 

また、当期間においては中期的な市場拡大に向けた増産体制を整備するために積極的な設備投資を行ってきたこと

や新年度税制改正（耐用年数の短縮化）により、減価償却費が大幅に増加したことに加えて、新規設備の量産試作運

転に伴うコスト増や酸・アルカリ等の補助原料が一段と値上げされたことにより大幅なコスト増を余儀なくされてお

ります。 

    さらに、当社の主原料であるニッケル・コバルトの国際相場において第２四半期末時点で想定していた価格から急

激かつ大幅に下落したことや円高の影響も加わり、在庫簿価との乖離が生じたことから第３四半期末でたな卸資産の

簿価切下げ434,804千円を行っております。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間は売上高21,310,982千円、営業損失121,827千円、経常損失149,367千円、四半

期純損失は402,608千円となりました。 

  

 （ご参考） 

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

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

※ 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３四半期会計期間末における総資産は15,695,113千円となり、前事業年度末比1,286,876千円の増加となりま

した。その主な要因は現預金の減少473,978千円、たな卸資産の減少782,802千円の一方、売上債権の増加194,793千

円及び設備投資等による有形固定資産の増加1,795,751千円によるものであります。 

      なお、純資産は前事業年度末比547,418千円減少の6,394,973千円となり、自己資本比率は40.7％となりました。 

  （キャッシュ・フローの状況） 

   当第３四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

473,978千円減少し、当第３四半期会計期間末における資金は、1,585,721千円となりました。 

   「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、211,203千円の増加となりました。これは主に税引前四半期純損失

247,593千円に対して減価償却費1,161,692千円、運転資金の減少516,074千円の一方、法人税等の支払い771,745千円

があったためであります。 

   「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,819,314千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2,785,682千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、2,145,462千円の増加となりました。これは新株予約権付社債の償還

2,000,000千円に対して短期借入金の調達4,400,000千円があったためであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年１月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表しましたとおり、平成20年10月30日に公表

いたしました平成21年３月期の通期業績予想を修正いたしましたのでご参照ください。 

  

  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 2,060 1,059 － 

 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 

  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 8,433 4,901 － 

 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 
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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）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。 

    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、第１四半期会計期間より「たな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、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ214,286千

円減少しております。 

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,585,721 2,059,700

受取手形及び売掛金 2,796,284 2,601,490

商品及び製品 1,094,415 1,155,942

仕掛品 1,207,339 1,751,373

原材料及び貯蔵品 401,889 579,130

その他 707,816 204,129

流動資産合計 7,793,466 8,351,767

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 5,065,448 3,756,236

その他（純額） 2,483,290 1,996,750

有形固定資産合計 7,548,738 5,752,986

無形固定資産 44,261 28,614

投資その他の資産   

その他 309,098 275,319

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 308,647 274,868

固定資産合計 7,901,646 6,056,469

資産合計 15,695,113 14,408,237

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,541,558 2,613,493

短期借入金 4,500,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 405,034 159,992

1年内償還予定の社債 － 2,000,000

未払法人税等 － 443,483

工場閉鎖損失引当金 160,699 166,362

その他の引当金 36,849 102,491

その他 983,804 817,495

流動負債合計 8,627,946 6,403,317

固定負債   

長期借入金 400,000 755,036

引当金 110,338 307,491

その他 161,855 －

固定負債合計 672,193 1,062,527

負債合計 9,300,139 7,465,844

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,910,686 1,910,686

資本剰余金 2,528,329 2,528,329

利益剰余金 1,944,594 2,495,811

自己株式 △1,780 △1,780

株主資本合計 6,381,828 6,933,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,145 9,347

評価・換算差額等合計 13,145 9,347

純資産合計 6,394,973 6,942,392

負債純資産合計 15,695,113 14,408,237

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 21,310,982

売上原価 20,494,168

売上総利益 816,813

販売費及び一般管理費 938,641

営業損失（△） △121,827

営業外収益  

スクラップ売却収入 9,240

その他 13,130

営業外収益合計 22,370

営業外費用  

支払利息 15,799

為替差損 16,011

コミットメントフィー 12,786

その他 5,314

営業外費用合計 49,911

経常損失（△） △149,367

特別損失  

固定資産除却損 98,182

その他 44

特別損失合計 98,226

税引前四半期純損失（△） △247,593

法人税、住民税及び事業税 15,788

法人税等調整額 139,226

法人税等合計 155,015

四半期純損失（△） △402,608

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △247,593

減価償却費 1,161,692

引当金の増減額（△は減少） △268,457

固定資産除却損 98,182

売上債権の増減額（△は増加） △194,793

たな卸資産の増減額（△は増加） 782,802

仕入債務の増減額（△は減少） △71,934

その他 △263,807

小計 996,090

利息及び配当金の受取額 1,957

利息の支払額 △15,098

法人税等の支払額 △771,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,203

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 △2,785,682

その他 △33,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,819,314

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,400,000

長期借入金の返済による支出 △109,994

社債の償還による支出 △2,000,000

配当金の支払額 △144,543

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,145,462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △473,978

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,585,721

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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 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。 

（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。 

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）

－8－



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

（単位：百万円）

 
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

売上高   18,647

売上原価   15,999

売上総利益   2,647

販売費及び一般管理費 865

営業利益   1,782

営業外収益   17

営業外費用   38

経常利益   1,761

特別利益   0

特別損失   85

税引前四半期純利益   1,675

税金費用   677

四半期純利益   998

㈱田中化学研究所（4080）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）
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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３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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  1,675 

 減価償却費  641 

 売上債権の増加額  △88 

 棚卸資産の増加額  △191 

 仕入債務の減少額  △1,708 

 その他  149 

 小計  479 

 利息及び配当金の受取額  2 

 利息の支払額  △15 

 法人税等の支払額  △622 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △155 

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  △605 

 その他  △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △606 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純減少額  △100 

 長期借入れによる収入  600 

 長期借入金の返済による支出  △609 

 配当金の支払額  △147 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △257 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △33 

現金及び現金同等物の減少額  △1,053 

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  1,927 
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