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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 9,139 13.9 1,163 43.3 1,182 41.5 730 47.6
23年3月期第1四半期 8,021 9.8 811 139.4 835 131.6 494 126.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 679百万円 （171.8％） 23年3月期第1四半期 250百万円 （―％）

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 14.71 ―

23年3月期第1四半期 9.97 ―

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 38,966 24,602 62.9 493.68
23年3月期 39,273 24,220 61.4 486.14

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  24,506百万円 23年3月期  24,132百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

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) 17,000 7.2 1,400 △7.0 1,400 △5.2 750 △12.4 15.11
通期 34,000 6.1 2,400 △11.8 2,400 △9.0 1,400 △7.2 28.20



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
半期財務諸表のレビュー手続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 
本資料に掲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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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 51,428,828 株 23年3月期 51,428,828 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,788,317 株 23年3月期 1,787,217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 49,640,811 株 23年3月期1Q 49,650,706 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におけるわが国の経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響により依然として

厳しい状況にあり、電力供給不安に加え、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念など、景気の先行きは不透明な状況

で推移いたしました。 

  このような環境の下、当社グループは積極的な販売活動を展開し、業績の向上に努めました。その結果、当第

１四半期連結累計期間の業績につきましては、微粒子酸化チタンをはじめとする酸化チタン関連製品の販売が好調

に推移したこと等により、売上高は91億３千９百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益は11億６千３百万円（前

年同期比43.3％増）、経常利益は11億８千２百万円（前年同期比41.5％増）、四半期純利益は７億３千万円（前年

同期比47.6％増）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総資産は、389億６千６百万円（前連結会計年度末比３億６百万円減少）となり

ました。増減の主なものは、流動資産では、受取手形及び売掛金が５億３千５百万円増加、現金及び預金が６億

９千６百万円減少、固定資産では、有形固定資産が２億７千９百万円、投資その他の資産が１億７百万円それぞれ

減少いたしました。 

  負債合計は143億６千４百万円（前連結会計年度末比６億８千８百万円減少）となりました。増減の主なもの

は、流動負債では、未払法人税等が３億３千７百万円減少、固定負債では、長期借入金が３億４千６百万円減少い

たしました。 

 純資産合計は246億２百万円（前連結会計年度末比３億８千１百万円増加）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期業績は当初予想以上に推移しておりますが、今後の原燃料価格及び為替の動向等が不透明であるこ

とから、平成23年５月13日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更しておりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：百万円）

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 5,438 4,741

受取手形及び売掛金 9,777 10,312

商品及び製品 4,565 4,822

仕掛品 572 522

原材料及び貯蔵品 1,931 1,996

その他 394 284

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 22,677 22,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,398 4,399

機械装置及び運搬具（純額） 4,788 4,506

その他（純額） 1,774 1,775

有形固定資産合計 10,961 10,682

無形固定資産 139 218

投資その他の資産   

投資有価証券 4,488 4,372

その他 1,028 1,036

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 5,493 5,385

固定資産合計 16,595 16,286

資産合計 39,273 38,966
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（単位：百万円）

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 3,906 3,946

短期借入金 2,023 1,841

未払法人税等 637 300

賞与引当金 324 176

その他 1,784 2,160

流動負債合計 8,677 8,425

固定負債   

長期借入金 3,610 3,264

退職給付引当金 2,613 2,522

その他の引当金 5 6

その他 145 145

固定負債合計 6,375 5,938

負債合計 15,052 14,364

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,767 6,767

利益剰余金 6,926 7,358

自己株式 △537 △538

株主資本合計 23,011 23,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,180 1,113

為替換算調整勘定 △58 △50

その他の包括利益累計額合計 1,121 1,062

少数株主持分 87 95

純資産合計 24,220 24,602

負債純資産合計 39,273 38,966
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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：百万円）

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 8,021 9,139

売上原価 6,080 6,809

売上総利益 1,941 2,329

販売費及び一般管理費 1,130 1,166

営業利益 811 1,163

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 59 57

その他 15 3

営業外収益合計 76 62

営業外費用   

支払利息 40 29

その他 11 13

営業外費用合計 52 42

経常利益 835 1,182

特別損失   

固定資産除却損 43 18

特別損失合計 43 18

税金等調整前四半期純利益 791 1,163

法人税、住民税及び事業税 168 282

法人税等調整額 123 144

法人税等合計 292 426

少数株主損益調整前四半期純利益 499 736

少数株主利益 4 6

四半期純利益 494 730
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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：百万円）

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 499 736

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △271 △66

為替換算調整勘定 22 9

その他の包括利益合計 △249 △56

四半期包括利益 250 679

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 242 672

少数株主に係る四半期包括利益 7 7
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  該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円) 

(注) １ セグメント利益の調整額13百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。  

     ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。  

  

  

Ⅱ 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） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円) 

(注) １ セグメント利益の調整額3百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。  

     ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

  

報告セグメント  
     

調整額  
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

酸化チタン 
関連事業 

その他 
事業 

計 
  

売上高           

 外部顧客への売上高 4,499 3,522 8,021  － 8,021 

セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 － 108 108 (108)  －

  計 4,499 3,631 8,130 (108) 8,021 

セグメント利益 372 424 797 13  811 

  

  

  

報告セグメント  
     

調整額  
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

酸化チタン 
関連事業 

その他 
事業 

計 
  

売上高           

 外部顧客への売上高  5,322  3,817  9,139  －  9,139

セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 －  127  127 ( )127  －

  計  5,322  3,945  9,267 ( )127  9,139

セグメント利益  835  324  1,159  3  1,163

（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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