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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 4,344 △18.6 △5 ― △16 ― 3 △98.5

23年3月期第1四半期 5,334 58.6 257 ― 245 ― 219 ―

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 0.26 ―

23年3月期第1四半期 17.36 17.35

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,644 6,814 38.6
23年3月期 17,723 6,896 38.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,814百万円 23年3月期  6,896百万円

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 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 7,500 △21.2 60 △79.9 23 △91.4 △20 ― △1.58

通期 18,000 10.4 160 △18.3 70 △51.5 20 △78.6 1.58



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 12,650,800 株 23年3月期 12,650,800 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 949 株 23年3月期 949 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,649,851 株 23年3月期1Q 12,649,905 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 

当社の販売数量は98％以上を二次電池用正極材料が占めており、同電池市場への販売動向が当社の業績に大きく

影響いたします。 

当第１四半期累計期間における当社の二次電池向け正極材料の販売数量は、本年３月に発生した東日本大震災の

影響による主要販売先の操業停止や、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）

の販売回復が本格化にいたらなかった結果、前年同四半期比で13.7％減少しました。 

リチウムイオン電池分野では、三元系正極材料はノートパソコン向けを主要用途として使用されておりますが、

正極材料にコバルト材料を使用する携帯型情報端末の旺盛な需要の影響を受けて、ノートパソコンの販売回復は力

強さに欠けており、また、三元系を正極材料とする環境対応車についても、先の大震災の影響により、同対応車の

生産計画が当事業年度後半にずれ込むなど、当四半期の同電池分野における三元系正極材料の販売数量は前年同四

半期比で12.5％の減少となりました。 

ニッケル水素電池分野では、環境対応車向け正極材料の主要販売先の一部工場が大震災の影響から操業停止を余

儀なくされたことより、同対応車向け正極材料の販売数量は前年同四半期比で9.5％減少し、また、民生向けでも

リチウムイオン電池へのシフトや一部に大震災の影響があり、民生向け正極材料の販売数量も前年同四半期比

17.1％の減少となりました。 

以上の結果、売上高4,344百万円（前年同四半期比18.6％減）、営業損失５百万円（前年同四半期は営業利益257

百万円）、経常損失16百万円（前年同四半期は経常利益245百万円）、四半期純利益は３百万円（前年同四半期比

98.5％減）となりました。 

環境対応車や携帯型情報端末など新たな用途での需要の増加により、二次電池正極材料市場ではリチウムイオン

電池を中核として、国内外での新規参入の動きや当社製品の販売先である電池メーカー間のシェア争いに起因する

価格引下げ競争の激化など、二次電池正極材料を取り巻く市場環境は厳しくなってきておりますが、当社は固有の

コア技術を基盤とする研究開発型企業として、引き続き精力的に取り組んでまいります。 

   （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１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末比78百万円減少し、17,644百万円となりました。 

 その主な要因は現金及び預金が1,066百万円、売上債権が447百万円増加した一方、有形固定資産が1,591百万円

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２百万円増加の10,830百万円となりました。その主な要因は設備関係支払手形が761百

万円減少した一方、仕入債務が717百万円増加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81百万円減少の6,814百万円となり、自己資本比率は38.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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

1,066百万円増加し、当第１四半期会計期間末における資金は、2,350百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、686百万円の増加（前年同四半期は1,812百万円の増加）となりまし

た。これは主に税引前四半期純損失24百万円に対し、減価償却費362百万円、運転資金の減少による資金の増加368

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、638百万円の増加（前年同四半期は382百万円の減少）となりまし

た。これは主に設備投資を中心とする有形固定資産の取得による支出1,061百万円に対し、補助金の収入1,694百万

円があったためであります。 

１．当四半期決算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 

 24年３月期  2,012  －  －  －

 23年３月期  2,093  1,840  1,975  2,242

 22年３月期  1,269  1,676  1,590  1,830

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 24年３月期  3,349  －  －  －

 23年３月期  4,447  3,843  3,448  3,653

 22年３月期  3,326  3,947  3,956  4,411
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 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、258百万円の減少（前年同四半期は489百万円の減少）となりまし

た。これは主に長期借入金の増加330百万円に対し、短期借入金の減少400百万円、長期借入金の期日弁済108百万

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 

 平成23年５月12日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,284,137 2,350,447

受取手形及び売掛金 1,933,012 2,380,925

商品及び製品 751,668 665,505

仕掛品 742,163 749,473

原材料及び貯蔵品 212,329 192,395

その他 103,096 187,112

流動資産合計 5,026,408 6,525,859

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,082,428 2,019,897

機械及び装置（純額） 3,639,298 3,680,668

建設仮勘定 5,964,184 3,355,756

その他（純額） 1,615,862 1,654,225

有形固定資産合計 12,301,774 10,710,548

無形固定資産 50,078 45,399

投資その他の資産   

その他 345,710 363,567

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 345,259 363,116

固定資産合計 12,697,111 11,119,064

資産合計 17,723,520 17,644,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,968,150 3,685,454

短期借入金 500,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 733,200 799,600

未払法人税等 12,169 4,814

引当金 101,480 45,233

設備関係支払手形 3,536,370 2,774,592

その他 1,638,134 1,924,366

流動負債合計 9,489,505 9,334,060

固定負債   

長期借入金 1,008,700 1,164,000

引当金 142,323 146,739

その他 186,626 185,270

固定負債合計 1,337,649 1,496,010

負債合計 10,827,154 10,830,071
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 2,036,259 1,938,300

自己株式 △1,982 △1,982

株主資本合計 6,824,411 6,726,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,953 88,400

評価・換算差額等合計 71,953 88,400

純資産合計 6,896,365 6,814,852

負債純資産合計 17,723,520 17,644,924
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 5,334,507 4,344,083

売上原価 4,685,358 3,895,715

売上総利益 649,148 448,367

販売費及び一般管理費 391,251 454,059

営業利益又は営業損失（△） 257,897 △5,691

営業外収益   

受取配当金 1,234 1,387

未払配当金除斥益 899 692

その他 5,732 1,158

営業外収益合計 7,866 3,238

営業外費用   

支払利息 14,151 5,811

コミットメントフィー 5,919 6,038

その他 85 2,495

営業外費用合計 20,156 14,345

経常利益又は経常損失（△） 245,606 △16,798

特別利益   

補助金収入 － 1,694,038

特別利益合計 － 1,694,038

特別損失   

固定資産除却損 30,008 3,450

固定資産圧縮損 － 1,694,038

その他 23,142 4,699

特別損失合計 53,151 1,702,188

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 192,455 △24,948

法人税、住民税及び事業税 1,356 1,383

法人税等調整額 △28,501 △29,571

法人税等合計 △27,144 △28,187

四半期純利益 219,600 3,239
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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１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

192,455 △24,948

減価償却費 446,188 362,624

引当金の増減額（△は減少） △37,116 △51,830

固定資産除却損 30,008 3,450

固定資産圧縮損 － 1,694,038

補助金収入 － △1,694,038

売上債権の増減額（△は増加） △289,393 △447,912

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,651 98,786

仕入債務の増減額（△は減少） 1,242,220 717,304

未収消費税等の増減額（△は増加） 133,354 △56,175

その他 151,887 92,644

小計 1,824,953 693,943

利息及び配当金の受取額 1,250 1,400

利息の支払額 △8,193 △3,559

法人税等の支払額 △5,709 △5,193

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,812,301 686,590

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 △379,045 △1,061,523

補助金収入 － 1,694,038

その他 △3,582 6,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,627 638,929

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） 100,000 △400,000

長期借入れによる収入 － 330,000

長期借入金の返済による支出 △508,300 △108,300

配当金の支払額 △81,512 △80,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △489,812 △258,615

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,546 △595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 934,314 1,066,309

現金及び現金同等物の期首残高 1,571,081 1,284,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,505,395 2,350,447
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 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

 （多額の資金の借入）  

  当社は、当第１四半期会計期間後に以下の借入を実行しております。 

①使途：設備投資資金 

②借入日：平成23年７月19日  

③借入先：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャー並びにエージェントとするシンジケート団 

④借入金額：5,000百万円 

⑤返済期限：平成27年７月31日 

⑥担保提供資産の有無：無 

（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

（６）重要な後発事象
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