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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 11,608 △45.5 369 ― 342 ― 274 ―

21年3月期第3四半期 21,310 ― △121 ― △149 ― △402 ―

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

22年3月期第3四半期 21.97 21.72
21年3月期第3四半期 △32.51 ―

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

22年3月期第3四半期 15,545 6,806 43.8 538.89
21年3月期 14,150 6,202 43.8 500.81

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,806百万円 21年3月期  6,202百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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  
 

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 17,000 △28.7 500 ― 430 ― 350 ― 27.71
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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  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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 12,631,800株 21年3月期  12,384,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  835株 21年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 12,490,861株 21年3月期第3四半期 12,384,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定及び確信に基づくものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状
況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。 
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 当第３四半期累計期間の経済環境は、主要各国の景気対策や金融緩和の効果により、景気後退が持ち直しているも

のの、全体経済としては縮小したままで、不透明感を含んだデフレ不況下で終始しております。しかし、当社を取り

巻く新エネルギー業界につきましては、太陽電池や環境対応車（ハイブリッド車）に対する注目と期待のため、回復

が見られております。当社の主力製品であります二次電池（リチウムイオン電池、ニッケル水素電池）材料につきま

しては、業界状況を反映して電池の種類間においては状況が異なりますが、全体では回復基調にあります。 

 二次電池の種類別では、ニッケル水素電池やニカド電池は、世界的な環境配慮の観点から注目されている環境対応

車向けは好調であるものの、民生用途におけるリチウムイオン電池へのシフトによる減少等により、これらの電池向

け正極材料の販売数量は前年同期比9.4％減少しました。ただし、環境対応車向け正極材料の販売数量は、前年同期

比25.4％増加しました。 

 一方、民生用途であるノートパソコンや携帯電話、デジカメ等向けリチウムイオン電池は、一部顧客の在庫調整の

影響や、当社戦略である従来のコバルト系から三元系（ニッケル・コバルト・マンガン複合酸化物）移行によるコバ

ルト系製品減少の影響がありましたが、三元系製品のマーケットシェア拡大を受けて、これらの電池向け正極材料の

販売数量は、前年同期比22.3％増加しました。また、近々採用が予定されております環境対応車向けリチウムイオン

電池正極材料についても事業展開を進めております。 

 当社といたしましては、コア技術を基盤とした研究開発型企業として、注目や期待が高まっている環境対応車向け

及び民生用途向け市場の獲得を目指し、前事業年度を初年度とした中期三ヵ年計画の目標に向かって、選択と集中を

図りながら、前事業年度に実施した増産設備の有効活用と、さらなる需要に対応する積極的な設備投資を行い、増産

体制を構築中であります。 

 品種別売上高に整理すると、ニッケル水素電池、ニカド電池及びリチウムイオン電池向け三元系正極材料が属しま

すニッケル系製品は、上述のとおり環境対応車向けや三元系正極材料が好調であることを受けて、ニッケル系製品の

全体販売数量は、前年同期比14.4％増加、売上高は、三元系正極材料の主原料であるコバルトの国際相場下落の影

響、顧客からの原料無償支給割合の増加の影響及び電池のコストダウンを背景とした顧客からの価格協力要請の影響

により、前年同期比32.2％の減少となりました。一方、コバルト系製品は、当社販売戦略がコバルト系製品から三元

系であるニッケル系製品にシフトさせているため、コバルト系製品の全体販売数量はさらに減少して前年同期比

63.3％の減少となり、売上高では主原料であるコバルトの国際相場の下落影響により前年同期比83.2％の減少となり

ました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、前年同期比で全体の販売数量は増加したものの、主原料であるコバ

ルト国際相場が概ね５割の水準で推移したことや顧客からの原料無償支給割合が増加したこと及び顧客からの価格協

力要請の影響のため製品価格が低下となり、売上高11,608百万円（前年同期比45.5％減）となりました。コスト面に

ついては、前事業年度より実施しました設備投資及び環境対応車向けリチウムイオン電池正極材料に関する設備投資

に伴う減価償却費の負担増加がありましたが、ニッケル、コバルトの国際相場が回復基調にあること、環境対応車向

け電池材料や三元系正極材料の販売の増加により、営業利益369百万円（前年同四半期は営業損失121百万円）、経常

利益342百万円（前年同四半期は経常損失149百万円）、四半期純利益は274百万円（前年同四半期は四半期純損失402

百万円）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 

  

 当第３四半期会計期間末における総資産は15,545百万円となり、前事業年度末比1,394百万円の増加となりまし

た。その主な要因は現金及び預金が870百万円、有形固定資産が584百万円、たな卸資産が353百万円増加した一方、

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 22年３月期  1,269  1,676  1,590  －

 21年３月期  2,706  2,060  1,059  989

 20年３月期  5,847  3,596  3,338  3,073

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 22年３月期  3,326  3,947  3,956  －

 21年３月期  11,101  8,433  4,901  3,178

 20年３月期  7,892  7,077  8,566  11,344

２．財政状態に関する定性的情報
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未収消費税等、未収還付法人税等が503百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債は、前事業年度末比789百万円増加の8,738百万円となりました。その主な要因は、仕入債務が1,828百万円、

未払金が826百万円増加した一方、借入金が2,121百万円減少したこと等によるものであります。 

 なお、純資産は、新株予約権の行使等により、前事業年度末比604百万円増加の6,806百万円となり、自己資本比率

は43.8％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870

百万円増加し、当第３四半期会計期間末における資金は、2,473百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3,519百万円の増加（前年同四半期は211百万円の増加）となりまし

た。これは主に税引前四半期純利益339百万円、減価償却費1,328百万円、運転資金の減少による資金の増加1,370百

万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、815百万円の減少（前年同四半期は2,819百万円の減少）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835百万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、1,843百万円の減少（前年同四半期は2,145百万円の増加）となりまし

た。これは主に長期借入金の調達1,100百万円、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入326百万円に対し、長

期借入金の期日弁済721百万円、短期借入金の減少2,500百万円があったためであります。 

  

 平成21年７月31日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。   

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,473,083 1,602,913

受取手形及び売掛金 2,064,081 1,960,200

商品及び製品 755,223 930,675

仕掛品 852,008 785,100

原材料及び貯蔵品 584,667 122,444

その他 196,874 745,057

流動資産合計 6,925,938 6,146,391

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 5,282,699 4,674,111

その他（純額） 2,925,314 2,949,770

有形固定資産合計 8,208,013 7,623,882

無形固定資産 64,758 66,979

投資その他の資産   

その他 346,810 314,113

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 346,358 313,661

固定資産合計 8,619,130 8,004,523

資産合計 15,545,069 14,150,915

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,009,692 1,181,687

短期借入金 － 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,133,200 855,036

未払金 1,650,855 824,568

未払法人税等 11,124 －

引当金 40,146 244,947

その他 610,780 163,561

流動負債合計 6,455,799 5,769,800

固定負債   

長期借入金 2,000,200 1,900,000

引当金 120,483 117,222

その他 161,855 161,855

固定負債合計 2,282,538 2,179,077

負債合計 8,738,337 7,948,878
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,073,706 1,910,686

資本剰余金 2,691,349 2,528,329

利益剰余金 1,983,350 1,758,523

自己株式 △1,827 △1,780

株主資本合計 6,746,577 6,195,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,154 6,278

評価・換算差額等合計 60,154 6,278

純資産合計 6,806,732 6,202,036

負債純資産合計 15,545,069 14,150,915

㈱田中化学研究所（4080）平成22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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 21,310,982 11,608,070

売上原価 20,494,168 10,346,433

売上総利益 816,813 1,261,636

販売費及び一般管理費 938,641 892,328

営業利益又は営業損失（△） △121,827 369,307

営業外収益   

スクラップ売却益 9,240 4,544

還付加算金 － 15,398

その他 13,130 13,512

営業外収益合計 22,370 33,455

営業外費用   

支払利息 15,799 42,013

為替差損 16,011 －

コミットメントフィー 12,786 17,795

その他 5,314 501

営業外費用合計 49,911 60,311

経常利益又は経常損失（△） △149,367 342,451

特別利益   

工場閉鎖損失引当金戻入益 － 107,449

その他 － 20,653

特別利益合計 － 128,102

特別損失   

固定資産除却損 98,182 128,545

その他 44 2,812

特別損失合計 98,226 131,358

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △247,593 339,196

法人税、住民税及び事業税 15,788 4,581

法人税等調整額 139,226 60,253

法人税等合計 155,015 64,834

四半期純利益又は四半期純損失（△） △402,608 274,362

㈱田中化学研究所（4080）平成22年３月期第３四半期決算短信（非連結）

－7－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

△247,593 339,196

減価償却費 1,161,692 1,328,005

引当金の増減額（△は減少） △268,457 △201,541

固定資産除却損 98,182 128,545

売上債権の増減額（△は増加） △194,793 △103,880

たな卸資産の増減額（△は増加） 782,802 △353,679

仕入債務の増減額（△は減少） △71,934 1,828,005

その他 △263,807 280,385

小計 996,090 3,245,037

利息及び配当金の受取額 1,957 2,683

利息の支払額 △15,098 △50,648

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △771,745 322,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,203 3,519,763

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 △835,021

その他 △33,632 19,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,819,314 △815,253

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 △2,500,000

長期借入れによる収入 － 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △109,994 △721,636

社債の償還による支出 △2,000,000 －

株式の発行による収入 － 326,040

配当金の支払額 △144,543 △47,790

その他 － △46

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,145,462 △1,843,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,330 9,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △473,978 870,170

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,700 1,602,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,585,721 2,473,083

㈱田中化学研究所（4080）平成22年３月期第３四半期決算短信（非連結）

－8－



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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