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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 12,555 8.2 225 △39.0 183 △46.3 131 △52.1

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

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 10.39 ―

22年3月期第3四半期 21.97 21.72

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 13,899 6,937 49.9 548.45
22年3月期 14,594 6,906 47.3 545.96

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,937百万円 22年3月期  6,906百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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  
 平成22年7月30日公表の業績予想は、本日別途開示いたしました「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 17,000 5.5 200 △55.4 150 △63.7 80 △76.1 6.32



(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】３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q  12,650,800株 22年3月期  12,650,800株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  949株 22年3月期  895株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  12,649,889株 22年3月期3Q  12,490,861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レビュー手続は終了しております。 

※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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（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わが国の経済状況は、ユーロ圏での財政難に伴う信用不安などを材料として円

高がさらに進行し、輸出企業への影響など景気の一段の悪化が懸念されたものの、新興国の堅調な経済成長によ

る下支えや米国における中間選挙後の政策転換による景気回復期待などにより、第４四半期以降の景況感に改善

のきざしが見えてきております。 

しかしながら、民生向けリチウムイオン電池は携帯型情報端末など用途の拡大がみられたものの、欧米市場に

おけるノートパソコンの出荷の落ち込みによるパソコンメーカーの生産抑制を受け、当社の主要販売先も生産調

整を本格化しました。当社の主力製品である三元系（ニッケル・コバルト・マンガン複合酸化物）の販売は、当

第３四半期において環境対応車向けの出荷が開始されたものの、主要用途であるノートパソコンなど民生向けに

おいて上記の主要販売先の生産調整の影響を大きく受けたことより、当第３四半期累計期間のリチウムイオン電

池向け正極材料の販売数量は前年同期比で6.9%の減少となりました。 

一方、ニッケル水素電池においては、ニッケル水素電池を搭載した環境対応車向け正極材料は当事業年度第１

四半期より行われている販売先の生産調整が当第３四半期も継続されたため、当第３四半期累計期間の環境対応

車向け正極材料の販売数量は前年同期比で25.1%の減少となりました。民生向けニッケル水素電池用正極材料の

販売では、乾電池型同電池向け正極材料の販売は堅調に推移しているものの、民生分野でのリチウムイオン電池

へのシフトは着実に進行しており、民生向け・環境対応車向けを合わせたニッケル水素電池向け正極材料の当第

３四半期累計期間における販売数量は前年同期比で14.5%減少しました。 

二次電池（リチウムイオン電池、ニッケル水素電池など）業界においては、用途面での拡大からリチウムイオ

ン電池を核として市場のさらなる成長が見込まれており、当第３四半期に見られたノートパソコンなど民生向け

正極材料の生産調整も緩和のきざしを見せております。また、環境対応車など将来の需要の大きな増加が期待さ

れる大型リチウムイオン電池の材料開発も本格化しております。 

このような市場環境において、当社は固有のコア技術を基盤とした研究開発型企業として、二次電池正極材料

分野に引き続き経営資源の投入を進めてまいります。 

なお、当社の主要原料であるニッケル・コバルトの国際相場は、前年同期に比較して各々30.2%・4.5%上昇し

ました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高12,555百万円（前年同期比8.2%増）、営業利益225百万

円（前年同期比39.0%減）、経常利益183百万円（前年同期比46.3%減）、四半期純利益131百万円（前年同期比

52.1%減）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13,899百万円となり、前事業年度末比694百万円の減少となりまし

た。その主な要因は有形固定資産が510百万円増加した一方、売上債権が912百万円、たな卸資産が294百万円減少

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725百万円減少の6,961百万円となりました。その主な要因は、借入金が1,174百万円減

少したこと等によるものであります。 

 なお、純資産は、前事業年度末比31百万円増加の6,937百万円となり、自己資本比率は49.9％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 

165百万円増加し、当第３四半期会計期間末における資金は、1,737百万円となりました。 

１．当四半期の業績等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 

 23年３月期  2,093  1,840  1,975  －

 22年３月期  1,269  1,676  1,590  1,830

 21年３月期  2,706  2,060  1,059  989

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 23年３月期  4,447  3,843  3,448  －

 22年３月期  3,326  3,947  3,956  4,411

 21年３月期  11,101  8,433  4,901  3,178
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 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,480百万円の増加（前年同四半期は3,519百万円の増加）となりま

した。これは主に税引前四半期純利益157百万円、減価償却費1,305百万円、運転資金の減少による資金の増加910

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、1,039百万円の減少（前年同四半期は815百万円の減少）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1,348百万円に対し、補助金の収入が308百万円あ

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、1,275百万円の減少（前年同四半期は1,843百万円の減少）となりま

した。これは主に、長期借入金の期日弁済874百万円、短期借入金の減少300百万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 

本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成22年７月30日に公表いたしまし

た平成23年３月期の業績予想を修正いたしましたのでご参照ください。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。  

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円減少し、税引前四半期純利益は

23百万円減少しております。  

   

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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,737,008 1,571,081

受取手形及び売掛金 1,844,431 2,757,023

商品及び製品 625,260 786,876

仕掛品 746,544 815,274

原材料及び貯蔵品 181,987 246,335

その他 75,152 223,385

流動資産合計 5,210,384 6,399,975

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 4,013,058 5,193,381

建設仮勘定 1,877,466 4,961

その他（純額） 2,396,113 2,578,178

有形固定資産合計 8,286,639 7,776,521

無形固定資産 54,631 60,461

投資その他の資産   

その他 348,426 357,495

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 347,975 357,044

固定資産合計 8,689,246 8,194,027

資産合計 13,899,630 14,594,002

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,640,671 2,937,047

短期借入金 300,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 733,200 1,133,200

未払法人税等 7,593 16,249

引当金 44,610 93,703

その他 1,625,441 881,491

流動負債合計 5,351,515 5,661,690

固定負債   

長期借入金 1,267,000 1,741,900

引当金 138,230 122,224

その他 205,021 161,855

固定負債合計 1,610,252 2,025,979

負債合計 6,961,768 7,687,669
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,086,246 2,086,246

資本剰余金 2,703,889 2,703,889

利益剰余金 2,074,011 2,043,836

自己株式 △1,982 △1,928

株主資本合計 6,862,163 6,832,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,698 74,289

評価・換算差額等合計 75,698 74,289

純資産合計 6,937,862 6,906,332

負債純資産合計 13,899,630 14,594,002
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 11,608,070 12,555,245

売上原価 10,346,433 11,262,363

売上総利益 1,261,636 1,292,881

販売費及び一般管理費 892,328 1,067,517

営業利益 369,307 225,364

営業外収益   

スクラップ売却益 4,544 3,955

還付加算金 15,398 －

その他 13,512 13,414

営業外収益合計 33,455 17,370

営業外費用   

支払利息 42,013 32,525

コミットメントフィー 17,795 18,091

その他 501 8,120

営業外費用合計 60,311 58,738

経常利益 342,451 183,996

特別利益   

補助金収入 － 314,798

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 128,102 314,798

特別損失   

固定資産除却損 128,545 36,832

固定資産圧縮損 － 279,584

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,259

その他 2,812 2,650

特別損失合計 131,358 341,327

税引前四半期純利益 339,196 157,467

法人税、住民税及び事業税 4,581 4,053

法人税等調整額 60,253 22,039

法人税等合計 64,834 26,093

四半期純利益 274,362 131,373

㈱田中化学研究所(4080)平成23年３月期第３四半期決算短信(非連結)

－6－



（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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 339,196 157,467

減価償却費 1,328,005 1,305,518

引当金の増減額（△は減少） △201,541 △33,086

固定資産除却損 128,545 36,832

固定資産圧縮損 － 279,584

補助金収入 － △314,798

売上債権の増減額（△は増加） △103,880 912,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △353,679 294,693

仕入債務の増減額（△は減少） 1,828,005 △296,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,259

その他 280,385 138,794

小計 3,245,037 2,503,481

利息及び配当金の受取額 2,683 2,733

利息の支払額 △50,648 △28,078

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 322,690 △3,861

補助金の受取額 － 6,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,519,763 2,480,274

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 △835,021 △1,348,533

補助金収入 － 308,798

その他 19,767 360

投資活動によるキャッシュ・フロー △815,253 △1,039,374

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） △2,500,000 △300,000

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 △721,636 △874,900

株式の発行による収入 326,040 －

配当金の支払額 △47,790 △100,657

その他 △46 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,843,432 △1,275,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,093 639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 870,170 165,927

現金及び現金同等物の期首残高 1,602,913 1,571,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,473,083 1,737,008
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 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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