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（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 ％ 

23年３月期第２四半期  10,160  55.1  1,839  282.0  1,791  273.8  1,128  171.3

22年３月期第２四半期  6,549  －  481  －  479  －  416  －

  
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 

23年３月期第２四半期  236  18  234  60

22年３月期第２四半期  85  91  －      

  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 

23年３月期第２四半期  19,757  13,432  67.9  2,806  31

22年３月期  18,153  12,414  68.3  2,593  97

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 13,414百万円 22年３月期 12,399百万円

  
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 

22年３月期  －       15 00 －      15 00  30  00

23年３月期  －       15 00

23年３月期（予想） －      15 00  30  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  21,600  39.5  2,900  56.8  2,900  56.3  1,800  31.2  376  57

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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きの対象外であり、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財務諸表の四半期レビュー手続き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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予

想に関する事項は、「添付資料」Ｐ．３（３）業績予想に関する定性的情報及び、本日（平成22年10月22日）公表の

「平成23年３月通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う変更： 無 

②  ①以外の変更              ： 有 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 4,880,000株 22年３月期 4,880,000株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 100,000株 22年３月期 100,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 4,780,000株 22年３月期２Ｑ 4,843,543株



  

  

※  当社は、平成22年10月25日（月）に機関投資家・アナリスト向け決算説明会の開催を予定しております。この

説明会の内容については、その概要を後日当社ホームページに掲載する予定です。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間における世界経済は、欧州が金融不安によるシステムリスクを内包し、米国も家計・金融

部門でバランスシート修復の動きが継続しているものの、中国・インド・ブラジルといった新興国の景気拡大に支

えられ、総じて緩やかな回復基調となりました。一方国内経済は、円高の進行が輸出企業の業績に影を落とし、国

内への設備投資や雇用に回復は見られませんが、政府の景気刺激政策やこの夏の猛暑効果等により個人消費の一部

には底入れの兆しも見られました。当社の主要顧客であります自動車業界では、ここまで急速に拡大していた中国

市場において多少の減速感があるものの、世界全体の総自動車生産台数は拡大傾向が続いております。 

このような状況の下、当社製品では自動車排ガス浄化触媒材料・酸素センサー素子材料・ブレーキ材等の自動車

関連製品だけでなく、電子材料・ファインセラミックス・耐火物等においても販売が好調で、売上高は前年同期比

で大幅な増加となりました。 

一方、収益面では、レアアース等の原材料価格が大幅に上昇しておりますが、原料在庫等によりコストアップま

でにタイムラグがあることと増収効果により、営業利益・経常利益は前年同期比で大幅な増益となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高10,160百万円（前年同期比55.1％増）、営業利益1,839

百万円（前年同期比282.0％増）、経常利益1,791百万円（前年同期比273.8％増）、当期純利益1,128百万円（前年

同期比171.3％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産は19,757百万円で、前事業年度末比1,603百万円増加しました。これは

主に、現金及び預金の増加（56百万円）、受取手形及び売掛金の増加（324百万円）、たな卸資産の増加（1,201百

万円）、その他流動資産の増加（106百万円）及び固定資産の減少（△83百万円）等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における負債は6,325百万円で、前事業年度末比585百万円増加しました。これは主に、

支払手形及び買掛金の増加（1,407百万円）、短期借入金の減少（△200百万円）、未払法人税等の減少（△79百万

円）、その他流動負債の減少（△91百万円）及び長期借入金の減少（△314百万円）等によるものであります。 

 当第２四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、前四半期会計期間末に比べ

213百万円増加し、3,389百万円となりました。なお、当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における営業活動の結果、得られた資金は875百万円となりました。これは主に、税引

前四半期純利益（755百万円）、減価償却費（261百万円）、売上債権の増加（△398百万円）、たな卸資産の増

加（△414百万円）及び仕入債務の増加（627百万円）等によるものであります。 

 なお、当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1,039百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益（1,799百万円）、減価償却費（507百万円）、売上債権の増加（△485百万円）、たな

卸資産の増加（△1,201百万円）、仕入債務の増加（1,514百万円）及び法人税等の支払額（△792百万円）等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は212百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得(△207百万円）及び貸付による支出（△３百万円）等によるものであります。  

 なお、当第２四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は258百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得(△457百万円）及び補助金の受取額 （200百万円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における財務活動の結果、使用した資金は387百万円となりました。これは主に、短期

借入金の減少（△150百万円）、長期借入金の減少（△232百万円）及び配当金の支払（△５百万円）等によるも

のであります。  

 なお、当第２四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は660百万円となりました。これは主

に、短期借入金の減少（△200百万円）、長期借入金の減少（△388百万円）及び配当金の支払（△71百万円）等

によるものであります。  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

   今後の見通しにつきましては、世界経済は引き続き新興国を中心に緩やかな回復傾向が続くものと思われます

が、欧州発の金融不安が及ぼす実体経済への悪影響、米国で進展が予想されるバランスシート調整の動き、日本で

のエコカー買い替え促進政策の終了など、景気は予断を許さない状況にあります。また、中国の資源囲い込み政策

により、当社製品の主要な原材料の一つでありますレアアースの供給不足や価格上昇が依然として懸念される状況

にあります。当社としましては、原材料の量的確保を 優先として供給責任を果たし、価格の上昇によるコストア

ップ分は可能な限り製品価格へ反映できるよう努めます。 

  このような状況を踏まえ、平成22年７月23日付第１四半期決算短信で公表いたしました平成23年３月期通期業績

予想を次のとおり修正いたします。 

  

平成23年３月通期業績予想（平成22年３月21日～平成23年３月20日） 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理の適用 

たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理の原則・手続の変更 

該当事項はありません。  

②表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係）  

 ・前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「仕入割引」は、営業外収益総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は1,817千円であります。 

 ・前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「仕入割引」は、営業外収益総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期会

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は1,168千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

 

 

  

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 

前回発表予想（Ａ） 
百万円 

      17,000

百万円 

        2,100

百万円 

       2,100

  百万円 

     1,200

 円 銭 

   05  251

今回修正予想（Ｂ）       21,600       2,900       2,900       1,800    57  376

増減額 （Ｂ－Ａ）       4,600       800       800       600

増減率（％）     27.1         38.1     38.1      50.0

前年同期実績       15,488       1,849       1,855       1,371    79  284

２．その他の情報

第一稀元素化学工業㈱（4082） 平成23年度３月期 第２四半期決算短信

- 3 -



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,389,783 3,333,504

受取手形及び売掛金 4,685,444 4,361,234

製品 1,503,167 1,207,290

仕掛品 1,033,615 890,483

原材料及び貯蔵品 1,442,192 679,790

その他 1,254,845 1,148,741

貸倒引当金 △1,617 △1,478

流動資産合計 13,307,431 11,619,566

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,811,854 1,841,169

機械及び装置（純額） 2,410,724 2,340,705

土地 981,407 986,025

その他（純額） 432,802 361,002

有形固定資産合計 5,636,789 5,528,902

無形固定資産 210,609 220,024

投資その他の資産   

その他 602,921 785,278

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 602,918 785,276

固定資産合計 6,450,317 6,534,203

資産合計 19,757,749 18,153,769

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,153,036 745,284

短期借入金 100,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 696,898 771,398

未払法人税等 735,482 815,085

賞与引当金 337,681 342,772

その他 756,074 847,612

流動負債合計 4,779,172 3,822,152

固定負債   

長期借入金 1,155,102 1,469,176

その他 391,013 448,407

固定負債合計 1,546,115 1,917,583

負債合計 6,325,288 5,739,736
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,194,589 1,194,589

利益剰余金 11,591,801 10,534,567

自己株式 △185,236 △185,236

株主資本合計 13,388,254 12,331,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,916 68,158

評価・換算差額等合計 25,916 68,158

新株予約権 18,290 14,854

純資産合計 13,432,460 12,414,032

負債純資産合計 19,757,749 18,153,769
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 6,549,143 10,160,878

売上原価 5,032,061 7,228,968

売上総利益 1,517,081 2,931,910

販売費及び一般管理費 1,035,611 1,092,611

営業利益 481,470 1,839,298

営業外収益   

受取利息 740 3,487

受取配当金 5,713 6,616

助成金収入 65,243 －

仕入割引 － 8,419

その他 17,723 5,769

営業外収益合計 89,420 24,292

営業外費用   

支払利息 23,596 14,318

為替差損 66,808 56,981

その他 1,188 537

営業外費用合計 91,592 71,837

経常利益 479,297 1,791,753

特別利益   

固定資産売却益 － 2,166

補助金収入 657,802 6,859

特別利益合計 657,802 9,025

特別損失   

固定資産除却損 － 893

減損損失 290,604 －

特別損失合計 290,604 893

税引前四半期純利益 846,495 1,799,885

法人税、住民税及び事業税 225,902 719,392

法人税等調整額 204,500 △48,441

法人税等合計 430,402 670,951

四半期純利益 416,093 1,128,934
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 3,697,745 5,261,726

売上原価 2,859,638 3,897,321

売上総利益 838,106 1,364,405

販売費及び一般管理費 585,940 541,016

営業利益 252,166 823,388

営業外収益   

受取利息 377 923

受取配当金 2,755 3,951

助成金収入 24,097 －

仕入割引 － 3,888

その他 14,322 3,516

営業外収益合計 41,552 12,279

営業外費用   

支払利息 10,700 6,834

為替差損 61,608 73,028

その他 925 313

営業外費用合計 73,234 80,176

経常利益 220,483 755,491

特別利益   

補助金収入 646,661 901

特別利益合計 646,661 901

特別損失   

固定資産除却損 － 893

減損損失 290,604 －

特別損失合計 290,604 893

税引前四半期純利益 576,540 755,499

法人税、住民税及び事業税 223,344 395,550

法人税等調整額 94,294 △101,271

法人税等合計 317,638 294,279

四半期純利益 258,901 461,219
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20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 846,495 1,799,885

減価償却費 720,201 507,414

減損損失 290,604 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 194,768 △5,091

前払年金費用の増減額（△は増加） 26,398 16,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 270 140

受取利息及び受取配当金 △6,453 △10,103

支払利息 23,596 14,318

為替差損益（△は益） 39,340 64,232

補助金収入 △657,802 △6,859

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,166

有形固定資産除却損 － 893

売上債権の増減額（△は増加） △1,447,574 △485,083

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,312,766 △1,201,410

未払又は未収消費税等の増減額 94,814 △214,421

その他の資産の増減額（△は増加） △20,976 4,097

仕入債務の増減額（△は減少） 348,710 1,514,345

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 93,793 △106,131

その他の負債の増減額（△は減少） 7,295 △54,914

小計 1,866,248 1,835,275

利息及び配当金の受取額 6,453 10,103

利息の支払額 △23,055 △13,627

法人税等の支払額 － △792,491

法人税等の還付額 214,862 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,064,508 1,039,261

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 △234,599 △457,715

有形固定資産の売却による収入 － 8,075

無形固定資産の取得による支出 － △3,826

投資有価証券の取得による支出 △840 △780

貸付けによる支出 △3,800 △3,000

貸付金の回収による収入 2,024 1,256

補助金の受取額 700,000 200,000

その他 8,654 △2,610

投資活動によるキャッシュ・フロー 471,439 △258,600

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） △1,850,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △534,574 △388,574

自己株式の取得による支出 △120,886 －

配当金の支払額 △72,618 △71,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,578,079 △660,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,340 △64,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,471 56,278

現金及び現金同等物の期首残高 2,876,853 3,333,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,795,382 3,389,783
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 該当事項はありません。  

  

  

 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）セグメント情報

（６）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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（１）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

  ・退任取締役 

   取締役相談役   杉井 洋 

  

③ 異動日 

  平成22年９月20日 

４．補足情報
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（２）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績  

生産実績を事業の区分に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．同一品目であっても複数の用途に用いられることもありますので、生産実績については用途別に示すこ

とが困難であるため、その主要製法別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 原材料・仕入製品仕入実績 

原材料及び仕入製品の仕入実績を区分に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 受注の状況 

当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

区 分 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日 

 至 平成22年９月20日)

前年同期比

（％） 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年９月20日) 

前年同期比

（％） 

ジルコニウム化合物（千円）      3,460,252  156.7      6,393,292  167.0

その他（千円）       139,771  85.7      263,389  102.5

合計（千円）   3,600,023  151.8  6,656,682  162.9

製法別 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日

 至 平成22年９月20日)

前年同期比

（％） 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年９月20日) 

前年同期比

（％） 

湿式工程品（千円）       3,235,368  156.1      5,937,135  167.1

乾式工程品（千円）      176,102  141.9      368,470  169.5

溶液品（千円）       120,895  108.3      207,240  94.1

セシウム品（千円）       67,656    106.8      143,835  151.7

合計（千円）   3,600,023  151.8  6,656,682  162.9

区 分 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日 

  至 平成22年９月20日)

前年同期比

（％） 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

  至 平成22年９月20日) 

前年同期比

（％） 

原材料  

ジルコニウム化合物（千円）      804,115  184.5      1,665,308  328.6

その他（千円）       1,895,930  507.9      3,469,241  469.1

小計（千円）       2,700,045  333.7      5,134,550  412.0

仕入製品  

ジルコニウム化合物（千円）      223,024  238.1      451,421  242.9

その他（千円）      220,385  104.4      416,742    152.8

小計（千円）       443,409  145.5      868,163    189.3

合計（千円）  3,143,455  282.2  6,002,714  352.1
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④ 販売実績 

販売実績を区分に示すと、次のとおりであります。 

  

用途別販売実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先及び輸出販売高並びに割合は、次のとおりであります。 

なお、（  ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

  

区 分 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日 

  至 平成22年９月20日)

前年 

同期比

（％） 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

  至 平成22年９月20日) 

前年 

同期比

（％）

ジルコニウム化合物（千円）       4,787,786  147.5      9,234,309  160.5

その他（千円）       473,939  104.7      926,569  116.2

合計（千円）   5,261,726  142.3  10,160,878  155.1

用途別  

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日 

 至 平成22年９月20日)

前年  

同期比

（％） 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年９月20日) 

前年  

同期比

（％） 

触媒（千円）       3,244,485  138.4      6,221,818  153.4

ファインセラミックス（千円）       724,572  228.0      1,331,283  196.3

耐火物・ブレーキ材（千円）       567,211  138.5      1,200,557  157.8

電子材料・酸素センサー（千円）  457,495  119.1  900,975  141.5

その他（千円）       267,961  110.8      506,243  121.2

合計（千円）   5,261,726  142.3  10,160,878  155.1

輸出先 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年６月21日 

 至 平成22年９月20日)

割合（％）

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年９月20日) 

割合

（％） 

北米（千円）      984,268   42.1      1,887,009   40.6

欧州（千円）      722,294   30.9      1,480,855   31.9

アジア（千円）       552,135   23.6      1,101,799   23.7

その他（千円）       81,005   3.4      178,608   3.8

合計（千円）  
 

        (44.5%)  

2,339,703
  100.0

 

        (45.7%)  

4,648,272
  100.0
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