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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年3月21日～平成22年12月20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 ％

23年3月期第3四半期 17,346 57.5 3,213 193.9 3,162 194.4 1,961 131.0
22年3月期第3四半期 11,014 ― 1,093 ― 1,074 ― 849 ―

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3四半期 410.24 407.69
22年3月期第3四半期 175.86 ―

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3四半期 22,004 14,218 64.5 2,967.54
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3四半期  14,201百万円 22年3月期  12,399百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 24,300 56.9 3,000 62.2 2,900 56.3 1,800 31.2 376.50



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 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3Q  94,347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3Q 4,780,906株 22年3月期3Q 4,828,780株

※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の見通し等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条件に基づいて
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、本日（平成23年１月28日）公表の「平成23年３月
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間における世界経済は、中国・インド・ブラジル等新興国の堅調な景気拡大に牽引され、緩

やかな回復基調が継続しました。しかしながら、一方で新興国の経済発展は、食料や資源等の需給タイト化を加速

させ、様々な素材価格の高騰を招くことに繋がりました。国内経済におきましても、雇用環境の悪化や消費者の節

約志向を背景としたデフレの進行は続いたものの、輸出企業を中心に設備投資の増額の動きも見られ、全般的に景

気は回復傾向が続きました。当社の主要顧客であります自動車業界では、中国・インド・ブラジル等新興国の新車

販売が依然として好調であることに加え、米国でピックアップトラック・ＳＵＶ等比較的大排気量車の販売が回復

し始めており、世界全体の総自動車生産台数は拡大傾向が続きました。 

 このような状況の下、当社製品の主要な原材料の一つであるレアアースの価格が、中国の政策変更を受け大幅に

上昇しており、特にレアアースを原材料として比較的多く使用する自動車排ガス浄化触媒材料等の当社製品は、販

売価格の大幅な値上げに踏み切らざるを得ませんでした。このため、全般に堅調な需要に支えられた数量増に加え

て販売価格の上昇により、売上高は前年同期比で大幅な増加となりました。収益面では、レアアース等の原材料価

格は当社の想定を上回る上昇を続けたものの、原料在庫等によりその影響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３四半期累計期間の業績は、売上高17,346百万円（前年同期比57.5％増）、営業利益3,213

百万円（前年同期比193.9％増）、経常利益3,162百万円（前年同期比194.4％増）、当期純利益1,961百万円（前年

同期比131.0％増）となりました。 

  

（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22,004百万円で、前事業年度末比3,851百万円増加しました。これは

主に、現金及び預金の減少（△1,502百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,388百万円）、たな卸資産の増加

（3,718百万円）及びその他流動資産の増加（415百万円）等によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末における負債は7,786百万円で、前事業年度末比2,046百万円増加しました。これは主

に、支払手形及び買掛金の増加（2,744百万円）、短期借入金の増加（320百万円）、賞与引当金の減少（△219百

万円）、その他流動負債の減少（△186百万円）及び長期借入金の減少（△446百万円）等によるものであります。

 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、前四半期会計期間末に比べ

1,559百万円減少し、1,830百万円となりました。なお、当第３四半期会計期間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３四半期会計期間における営業活動の結果、レアアース等の在庫積み増しによるたな卸資産の増加等のた

め、使用した資金は1,477百万円（前年同期は得られた資金635百万円）となりました。これは主に、税引前四半

期純利益（1,375百万円）、減価償却費（296百万円）、売上債権の増加（△1,236百万円）、たな卸資産の増加

（△2,517百万円）及び仕入債務の増加（1,257百万円）等によるものであります。 

 なお、当第３四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は438百万円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益（3,175百万円）、減価償却費（804百万円）、売上債権の増加（△1,721百万円）、た

な卸資産の増加（△3,718百万円）及び仕入債務の増加（2,772百万円）等によるものであります。 

（投資活によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は334百万円(前年同期は得られた資金179百万

円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△315百万円）等によるものであります。  

 なお、当第３四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は592百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得(△772百万円）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３四半期会計期間における財務活動の結果、得られた資金は303百万円（前年同期は使用した資金351百万

円）となりました。これは主に、短期借入金の増加（520百万円）、長期借入金の返済（△161百万円）及び配当

金の支払（△66百万円）等によるものであります。  

 なお、当第３四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は356百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加（320百万円）、長期借入金の返済（△549百万円）及び配当金の支払（△137百万円）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 

 当第３四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、平成22年10月22日付にて公表しました平成23年３月期通期

業績予想を修正いたしました。詳しくは、本日（平成23年１月28日）公表の「平成23年３月期業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。   

  

  

（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３四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３四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３四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３四半期累

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は4,068千円であります。 

 ・前第３四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３四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３四半期会

計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」は2,251千円であります。 

（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。  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12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 1,830,584 3,333,504

受取手形及び売掛金 5,750,072 4,361,234

製品 1,453,865 1,207,290

仕掛品 1,413,979 890,483

原材料及び貯蔵品 3,628,142 679,790

その他 1,564,152 1,148,741

貸倒引当金 △1,987 △1,478

流動資産合計 15,638,810 11,619,566

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,780,671 1,841,169

機械及び装置（純額） 2,396,456 2,340,705

土地 979,467 986,025

その他（純額） 395,619 361,002

有形固定資産合計 5,552,214 5,528,902

無形固定資産 198,041 220,024

投資その他の資産   

その他 615,905 785,278

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 615,902 785,276

固定資産合計 6,366,159 6,534,203

資産合計 22,004,969 18,153,769

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,489,981 745,284

短期借入金 620,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 668,148 771,398

未払法人税等 814,267 815,085

賞与引当金 123,619 342,772

その他 661,063 847,612

流動負債合計 6,377,080 3,822,152

固定負債   

長期借入金 1,022,440 1,469,176

その他 386,876 448,407

固定負債合計 1,409,316 1,917,583

負債合計 7,786,397 5,739,736
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12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 1,196,859 1,194,589

利益剰余金 12,352,468 10,534,567

自己株式 △174,799 △185,236

株主資本合計 14,161,627 12,331,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,000 68,158

評価・換算差額等合計 40,000 68,158

新株予約権 16,944 14,854

純資産合計 14,218,572 12,414,032

負債純資産合計 22,004,969 18,153,769
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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21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 11,014,609 17,346,228

売上原価 8,238,767 12,471,909

売上総利益 2,775,841 4,874,319

販売費及び一般管理費 1,682,372 1,661,098

営業利益 1,093,469 3,213,220

営業外収益   

受取利息 1,296 3,717

受取配当金 6,425 7,544

助成金収入 82,171 －

仕入割引 － 16,252

その他 21,546 16,432

営業外収益合計 111,440 43,946

営業外費用   

支払利息 33,191 20,343

為替差損 95,395 73,469

その他 2,059 960

営業外費用合計 130,647 94,773

経常利益 1,074,262 3,162,393

特別利益   

補助金収入 708,252 11,159

その他 903 2,606

特別利益合計 709,155 13,765

特別損失   

減損損失 290,604 －

固定資産除却損 － 893

特別損失合計 290,604 893

税引前四半期純利益 1,492,813 3,175,266

法人税、住民税及び事業税 566,048 1,198,486

法人税等調整額 77,585 15,479

法人税等合計 643,634 1,213,965

四半期純利益 849,179 1,961,300
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 4,465,465 7,185,349

売上原価 3,206,705 5,242,940

売上総利益 1,258,760 1,942,408

販売費及び一般管理費 646,761 568,486

営業利益 611,998 1,373,922

営業外収益   

受取利息 556 230

受取配当金 712 928

助成金収入 16,928 －

仕入割引 － 7,832

その他 3,823 10,662

営業外収益合計 22,020 19,653

営業外費用   

支払利息 9,595 6,025

為替差損 28,587 16,487

その他 871 423

営業外費用合計 39,054 22,935

経常利益 594,964 1,370,640

特別利益   

補助金収入 50,450 4,300

その他 903 440

特別利益合計 51,353 4,740

税引前四半期純利益 646,317 1,375,380

法人税、住民税及び事業税 340,146 479,093

法人税等調整額 △126,914 63,920

法人税等合計 213,232 543,014

四半期純利益 433,085 832,366
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12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 1,492,813 3,175,266

減価償却費 1,049,069 804,229

減損損失 290,604 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 313,108 △219,153

前払年金費用の増減額（△は増加） 39,386 23,972

貸倒引当金の増減額（△は減少） 540 510

受取利息及び受取配当金 △7,722 △11,261

支払利息 33,191 20,343

為替差損益（△は益） 56,191 115,464

補助金収入 △708,252 △11,159

有形固定資産売却損益（△は益） － △2,606

有形固定資産除却損 － 893

売上債権の増減額（△は増加） △2,298,335 △1,721,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,160,771 △3,718,423

未払又は未収消費税等の増減額 105,233 △404,942

その他の資産の増減額（△は増加） 34,169 51,882

仕入債務の増減額（△は減少） 702,854 2,772,221

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 206,731 △99,446

その他の負債の増減額（△は減少） 40,342 △16,711

小計 2,510,698 759,762

利息及び配当金の受取額 7,722 11,261

利息の支払額 △30,273 △19,705

法人税等の支払額 － △1,189,445

法人税等の還付額 212,066 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,700,213 △438,126

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 △244,147 △772,803

有形固定資産の売却による収入 － 14,640

無形固定資産の取得による支出 － △34,044

投資有価証券の取得による支出 △1,137 △1,080

貸付けによる支出 △3,800 △4,880

貸付金の回収による収入 2,874 2,381

補助金の受取額 887,461 200,000

その他 9,233 2,945

投資活動によるキャッシュ・フロー 650,483 △592,842

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） △1,900,000 320,000

長期借入金の返済による支出 △707,736 △549,986

自己株式の取得による支出 △185,236 △124

ストックオプションの行使による収入 － 11,485

配当金の支払額 △136,270 △137,862

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,929,242 △356,486

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,191 △115,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 365,262 △1,502,919

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 3,242,116 1,830,584
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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）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。 

４．補足情報

区 分 

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

 至 平成22年12月20日)

前年同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年12月20日) 

前年同期比

（％） 

ジルコニウム化合物（千円）      4,605,563  170.8      10,998,855  168.6

その他（千円）       169,725  108.5      433,115  104.8

合計（千円）   4,775,289  167.4  11,431,971  164.8

製法別 

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

 至 平成22年12月20日)

前年同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年12月20日) 

前年同期比

（％） 

湿式工程品（千円）      4,390,135  174.8      10,327,270  170.3

乾式工程品（千円）      204,610  136.8      573,081  156.1

溶液品（千円）       103,466  80.0      310,707  88.9

セシウム品（千円）      77,077  125.1      220,912  141.3

合計（千円）   4,775,289  167.4  11,431,971  164.8

区 分 

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

  至 平成22年12月20日)

前年同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

  至 平成22年12月20日) 

前年同期比

（％） 

原材料  

ジルコニウム化合物（千円）      582,250  86.4      2,247,559  190.4

その他（千円）       5,521,546  576.0      8,990,788  529.4

小計（千円）       6,103,796  373.9      11,238,347  390.4

仕入製品  

ジルコニウム化合物（千円）      200,927  173.2      652,348  216.1

その他（千円）      217,422  93.2      634,164  125.3

小計（千円）       418,349  119.8      1,286,513  159.2

合計（千円）  6,522,146  329.1  12,524,860  339.7
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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３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

  至 平成22年12月20日)

前年 

同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

  至 平成22年12月20日) 

前年 

同期比

（％） 

ジルコニウム化合物（千円）       6,617,311  167.8      15,851,620  163.5

その他（千円）       568,038  108.9      1,494,607  113.3

合計（千円）   7,185,349  160.9  17,346,228  157.5

用途別  

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

 至 平成22年12月20日)

前年 

同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年12月20日) 

前年 

同期比

（％） 

触媒（千円）       4,887,880  166.2      11,109,699  158.8

ファインセラミックス（千円）      840,927  219.1      2,172,210  204.5

耐火物・ブレーキ材（千円）       636,807  130.5      1,837,365  147.1

電子材料・酸素センサー 

（千円）  
 501,715  122.8  1,402,691  134.2

その他（千円）       318,018  130.2      824,262  124.5

合計（千円）   7,185,349  160.9  17,346,228  157.5

輸出先 

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年９月21日 

 至 平成22年12月20日)

割合（％）

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年12月20日) 

割合（％）

北米（千円）      1,210,288   35.1      3,097,297   38.3

アジア（千円）      1,202,782   34.9      2,304,581   28.5

欧州（千円）       912,381   26.5      2,393,236   29.5

その他（千円）       122,498   3.5      301,106   3.7

合計（千円）  
 

        (48.0%)  

3,447,950
  100.0

 

        (46.7%)  

8,096,222
  100.0
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