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1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期 9,262 0.8 202 △15.5 178 △21.8 55 △40.0
23年3月期第1四半期 9,184 47.5 239 ― 228 ― 92 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 43百万円 （△7.2％） 23年3月期第1四半期 46百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.76 ―
23年3月期第1四半期 2.93 ―

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

24年3月期第1四半期 39,547 25,001 62.9 788.33
23年3月期 37,902 25,100 66.2 795.01
（参考） 自己資本 24年3月期第1四半期 24,889百万円 23年3月期 25,100百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 22,000 16.1 △500 ― △500 ― △250 ― △7.92
通期 52,000 37.6 1,000 △17.0 1,000 △13.5 500 222.2 15.84



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 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
上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と異なる可能性がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】3P.「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

4. その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 31,600,000 株 23年3月期 31,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 27,918 株 23年3月期 27,878 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,572,102 株 23年3月期1Q 31,572,261 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のセグメント別の経営成績は以下のとおりであります。  

  

（合金鉄事業） 

 当第１四半期連結累計期間の合金鉄の販売数量は、東日本大震災での販売先の被災の影響等により、前年同期に

比べ大幅に減少しました。販売価格は、国際市況は若干高めではあったものの円高の影響が大きく、前年同期に比

べ下落しました。 

 コスト面では、原料のマンガン鉱石の購入価格は下落しましたが、コークス及び電力は価格が上昇しました。 

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ約２０％減少し５４億１千５百万円、営業損

失は５千８百万円となりました。 

  

（機能材料事業） 

 ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池用水素吸蔵合金は、東日本大震災による自動車生産減少の影響で、前

年同期の半分以下の販売数量となりました。 

 リチウムイオン電池正極材料用高純度硫酸マンガンは競合品との競争激化により販売数量が減少しており、磁石

用合金も自動車生産減少の影響等により販売数量が減少しました。 

 機能材料の主要な原料であるレアアースの購入価格は上昇が続いており、前年同期に比べ１０倍以上になったも

のもあるなど、大幅なコストアップとなっております。 

 事業損益の維持向上のため、原料価格上昇分の販売価格への反映を進めるとともに、原料配合の改善等コスト低

減に努めました。また、レアアース調達の中国依存度の低減のため、ベトナムでのレアアースリサイクル事業の戦

力化にも注力しております。 

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ約５０％増加し３７億７千３百万円、営業利

益は２億５千５百万円となりました。 

  

（その他） 

 その他については、土木関連事業において、厳しい事業環境下ではありますが、売上高１億１千５百万円、営業

利益は４百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、預け金の減少はあったものの、たな卸資産の増加等により、前連結

会計年度末に比べ１６億４千４百万円増加し、３９５億４千７百万円となりました。 

 負債につきましては短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ１７億４千３百万円増加し、１４５億４

千６百万円となりました。 

 純資産は当第１四半期の純利益による増加と配当による減少により、前連結会計年度末に比べ９千８百万円減少

し、２５０億１百万円となりました。  

  当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等により２３億２千７

百万円の支出となりました。設備投資等の投資活動で６億８百万円使用し、運転資金２０億円の短期借り入れによ

る調達等財務活動での１８億２千３百万円の収入により、当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残

高は、前連結会計年度末に比べ１０億８千万円減少し、５４億３千９百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 合金鉄の販売先である鉄鋼業界及び機能材料の主要販売先である自動車業界は、東日本大震災により当第１四半

期は大幅な生産減少となりましたが、第２四半期以降は回復に向かい、当社の合金鉄及び機能材料の受注量も増加

すると予想しております。 

 合金鉄の国際市況は一部に下落の傾向が見えており為替レートも円高傾向にあるため、合金鉄販売価格の下落が

懸念されます。コスト面では、機能材料原料のレアアース購入価格は上昇が続いております。 

 また、東京電力の電力使用量制限への対応として、鹿島工場において第２四半期に電気炉の定期修理を集中的に

実施するため、合金鉄の生産量減少により製造コストが上昇する予想であります。 

  

 以上により本年第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は以下のとおりであります。 

  

              第２四半期連結累計期間       通 期 

 連結売上高             220億円          520億円 

 連結営業利益             ▲5億円           10億円 

 連結経常利益             ▲5億円           10億円 

 連結当期純利益            ▲2億5千万円         5億円  
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,044,139 1,117,260

預け金 5,475,621 4,322,229

受取手形及び売掛金 7,002,470 6,638,684

商品及び製品 4,391,673 4,686,153

仕掛品 167,005 186,697

原材料及び貯蔵品 7,532,613 10,405,292

繰延税金資産 283,188 246,627

その他 1,036,564 942,314

流動資産合計 26,933,275 28,545,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,720,722 2,997,701

機械装置及び運搬具（純額） 3,480,349 3,558,435

土地 963,349 963,349

リース資産（純額） 222,609 204,433

建設仮勘定 662,694 571,690

その他（純額） 193,674 198,406

有形固定資産合計 8,243,399 8,494,016

無形固定資産   

のれん 396,188 369,587

その他 47,714 61,997

無形固定資産合計 443,903 431,584

投資その他の資産   

投資有価証券 971,258 595,010

長期貸付金 54,331 53,737

繰延税金資産 373,771 436,550

前払年金費用 701,928 691,825

その他 184,124 302,740

貸倒引当金 △3,237 △3,237

投資その他の資産合計 2,282,176 2,076,626

固定資産合計 10,969,479 11,002,227

資産合計 37,902,754 39,547,486
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,751,894 7,597,777

短期借入金 1,700,000 3,700,000

1年内返済予定の長期借入金 800,000 800,000

リース債務 72,702 72,702

未払法人税等 84,958 90,530

資産除去債務 － 56,100

賞与引当金 20,851 －

災害損失引当金 74,219 43,800

その他 1,001,797 963,749

流動負債合計 11,506,424 13,324,660

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

リース債務 149,906 131,731

退職給付引当金 73,589 72,822

資産除去債務 55,812 －

その他 16,950 16,950

固定負債合計 1,296,258 1,221,503

負債合計 12,802,682 14,546,164

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,630,000 3,630,000

資本剰余金 5,251,753 5,251,753

利益剰余金 16,124,091 15,985,517

自己株式 △22,340 △22,356

株主資本合計 24,983,504 24,844,914

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 116,567 113,928

為替換算調整勘定 － △69,608

その他の包括利益累計額合計 116,567 44,320

少数株主持分 － 112,088

純資産合計 25,100,072 25,001,322

負債純資産合計 37,902,754 39,547,486
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,184,546 9,262,469

売上原価 8,320,235 8,453,808

売上総利益 864,311 808,660

販売費及び一般管理費 624,942 606,396

営業利益 239,368 202,264

営業外収益   

受取利息 3,796 3,022

受取配当金 6,491 8,292

その他 7,458 7,354

営業外収益合計 17,746 18,668

営業外費用   

支払利息 13,441 13,078

為替差損 3,108 16,156

減価償却費 6,339 2,639

債権売却損 5,785 3,600

その他 158 6,861

営業外費用合計 28,832 42,336

経常利益 228,281 178,597

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,604 －

その他 478 －

特別利益合計 5,083 －

特別損失   

固定資産除却損 7,577 4,423

リース解約損 5,793 －

災害による損失 － 66,379

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,575 －

その他 100 －

特別損失合計 64,046 70,802

税金等調整前四半期純利益 169,317 107,794

法人税、住民税及び事業税 9,740 82,949

法人税等調整額 66,935 △24,954

法人税等合計 76,675 57,995

少数株主損益調整前四半期純利益 92,642 49,799

少数株主損失（△） － △5,742

四半期純利益 92,642 55,541
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,642 49,799

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,920 △2,638

為替換算調整勘定 － △3,809

その他の包括利益合計 △45,920 △6,448

四半期包括利益 46,722 43,351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,722 50,236

少数株主に係る四半期包括利益 － △6,885
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 169,317 107,794

減価償却費 384,928 374,622

のれん償却額 26,600 26,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,504 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 7,255 10,103

受取利息及び受取配当金 △10,287 △11,314

支払利息 13,441 13,078

固定資産除却損 7,577 415

売上債権の増減額（△は増加） △540,011 363,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △242,989 △2,632,520

未収入金の増減額（△は増加） △8,029 △684,312

未収消費税等の増減額（△は増加） 45,227 138,293

前払費用の増減額（△は増加） △8,946 △35,332

前渡金の増減額（△は増加） 57,962 －

仕入債務の増減額（△は減少） 2,841,700 △166,396

前受金の増減額（△は減少） 21,658 33,433

未払費用の増減額（△は減少） 198,062 233,741

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,359 △20,508

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △30,419

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,575 －

その他 △8,341 4,561

小計 2,976,839 △2,274,372

利息及び配当金の受取額 10,287 11,314

利息の支払額 △10,191 △8,555

法人税等の支払額 △16,832 △56,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,960,103 △2,327,944

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △172,155 △556,014

長期貸付けによる支出 △987 －

長期貸付金の回収による収入 4,576 594

その他 105,746 △52,736

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,819 △608,156

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） － 2,000,000

配当金の支払額 △159,091 △158,729

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △18,175

その他 △85 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,177 1,823,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,738,106 △1,111,151

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） － 30,880

現金及び現金同等物の期首残高 5,021,150 6,519,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,759,257 5,439,489
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）セグメント利益の調整額959千円は、セグメント間取引消去399千円及び固定資産における未実現損益560千円 

      であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

（注）セグメント利益の調整額 千円は、固定資産における未実現損益であります。 

  

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 合金鉄事業 機能材料事業 計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 6,629,589  2,453,947  9,083,536  101,009  9,184,546 －  9,184,546

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  38,118  38,118  △38,118 － 

計  6,629,589  2,453,947  9,083,536  139,127  9,222,664  △38,118  9,184,546

セグメント利益 

（営業利益）  
 220,477  12,927  233,404  5,004  238,409  959  239,368

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 合金鉄事業 機能材料事業 計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 5,415,169  3,773,306  9,188,475  73,993  9,262,469 －  9,262,469

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  41,743  41,743  △41,743 － 

計  5,415,169  3,773,306  9,188,475  115,736  9,304,212  △41,743  9,262,469

セグメント利益又

は損失（△） 

（営業利益）  

 △58,929  255,771  196,842  4,186  201,029  1,235  202,264

1,235

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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