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問合せ先責任者 (役職名) 取締役 管理本部長 (氏名) 岡山 和彦 TEL 03-3242-0520 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日   

配当支払開始予定日    －  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9月30日） 
（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 ％

23年 12月期第3四半期 10,356 △7.7 1,176 △31.0 1,194 △19.0 626 △26.7
22年 12月期第3四半期 11,218 13.4 1,706 262.9 1,475 － 855 － 

 

 
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 12月期第3四半期 24.54 － 
22年 12月期第3四半期 33.48 － 

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第3四半期 21,357 17,460 81.8 683.65

22年 12月期 21,623 17,261 79.8 675.79

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期        17,460百万円 22年12月期        17,261百万円 

 
２．配当の状況 

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 12月期 － 6.00 － 6.00 12.00   
23年 12月期 － 6.00 －   

23年 12月期(予想)    6.00 12.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 14,500 △3.0 1,800 △19.7 1,800 △9.5 1,000 △9.9 39.15

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期連結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連結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。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 25,675,675株 22年12月期 25,675,675株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 135,987株 22年12月期 132,187株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 25,541,008株 22年12月期3Ｑ 25,547,027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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績の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については、四半期決算短 
信【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報(３)連結業績予想に関する定性 
的情報」をご覧ください。 

２．当社の四半期連結財務諸表に記載される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりまし 
たが、第１四半期連結会計期間から百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易に 
するため、前連結会計年度及び前第３四半期連結累計期間についても百万円単位に組替え表示しておりま 
す。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生いたしました東日本大震災の影響により依然と厳し

い状況にあるなかで、一部では震災の被害からの復旧と共に景気回復の兆しは見られるものの、世界経済における財

政問題等による円高や株安が進行し、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況におきまして、当社グループの業績内容は、積極的な国内外の事業展開を実施しましたが、地震発

生により一部設備が停止したことに加えて為替レートの円高の影響等を受けて、当第３四半期連結累計期間は、前年

同期を下回りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は103億５千６百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益は11億７千

６百万円（前年同期比31.0％減）、経常利益は11億９千４百万円（前年同期比19.0％減）、四半期純利益は６億２千

６百万円（前年同期比26.7％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  [ヨウ素及び天然ガス事業] 

    ヨウ素及び天然ガス事業では、売上高は83億３千６百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は17億５千万円

（前年同期比14.1％減）となりました。   

  

  [金属化合物事業] 

    金属化合物事業では、売上高は19億４千３百万円（前年同期比24.0％減）、営業損失は８千７百万円（前年同

期は営業利益１億６百万円）となりました。 

  

  [その他事業] 

   その他事業では、売上高は７千７百万円（前年同期比10.0％減）、営業利益は２千３百万円（前年同期比

22.7％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （総資産）  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して２億６千５百万円減少の213億５千７百

万円となりました。これは主に、有形固定資産が減少したこと等によるものであります。 

  

 （負債）  

  当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して４億６千４百万円減少の38億９千７百万円

となりました。これは主に、未払法人税等が減少したこと等によるものであります。 

  

 （純資産）  

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して１億９千８百万円増加の174億６千万円

となりました。これは主に、配当金の支払があったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと

等によるものであります。 

  

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下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３四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、15億２千９百万円（前年同期は25億１千９

百万円）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億３千７百万円及び減価償却費10億２千６百万

円の計上等によるものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、９億２百万円（前年同期は10億１千３百万

円）となりました。これは主に、ヨウ素及び天然ガス事業等の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出８億

９千９百万円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３四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、３億１千２百万円（前年同期は２億８千４

百万円）となりました。これは主に、配当金の支払３億６百万円によるものであります。 

  以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高より２億５千２

百万円増加し、63億１千５百万円となりました。   

  

１．当四半期の連結業績等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 

 業績予想につきましては、平成23年７月28日に公表しました、「平成23年12月期 第2四半期決算短信」に記載の平

成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）に変更はありません。  

  

 なお、当該業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、需要動向の

変化等多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は種々の要素により現時点での予想と乖離す

る可能性がありますのでご承知おきください。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目の算定方法について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されて

おり、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,469 1,231

受取手形及び売掛金 3,768 3,940

商品及び製品 1,401 1,223

仕掛品 259 288

原材料及び貯蔵品 667 870

短期貸付金 4,845 4,831

その他 194 177

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 12,604 12,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,415 2,428

機械装置及び運搬具（純額） 3,288 3,550

土地 1,332 1,332

建設仮勘定 885 843

その他（純額） 150 165

有形固定資産合計 8,072 8,319

無形固定資産   

その他 157 169

無形固定資産合計 157 169

投資その他の資産   

繰延税金資産 339 362

その他 184 209

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 524 572

固定資産合計 8,753 9,061

資産合計 21,357 21,623
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 961 931

短期借入金 600 600

未払金 849 1,011

未払法人税等 127 613

賞与引当金 211 92

役員賞与引当金 7 9

その他 206 169

流動負債合計 2,962 3,427

固定負債   

退職給付引当金 664 631

役員退職慰労引当金 22 20

資産除去債務 119 110

その他 128 171

固定負債合計 935 934

負債合計 3,897 4,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599 3,599

資本剰余金 3,931 3,931

利益剰余金 11,017 10,697

自己株式 △92 △89

株主資本合計 18,457 18,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 △4

為替換算調整勘定 △989 △872

評価・換算差額等合計 △996 △877

純資産合計 17,460 17,261

負債純資産合計 21,357 21,623
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,218 10,356

売上原価 8,568 8,207

売上総利益 2,649 2,148

販売費及び一般管理費 943 971

営業利益 1,706 1,176

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 0 0

受取技術料 18 14

その他 20 8

営業外収益合計 46 31

営業外費用   

支払利息 5 2

為替差損 33 12

休止固定資産減価償却費等 235 －

その他 4 －

営業外費用合計 278 14

経常利益 1,475 1,194

特別利益   

固定資産売却益 29 －

退職給付制度改定益 34 －

その他 － 0

特別利益合計 63 0

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 31 58

災害による損失 － 99

投資有価証券評価損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64 －

その他 0 －

特別損失合計 98 157

税金等調整前四半期純利益 1,439 1,037

法人税、住民税及び事業税 487 406

法人税等調整額 97 3

法人税等合計 584 410

少数株主損益調整前四半期純利益 － 626

四半期純利益 855 626
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 1,439 1,037

減価償却費 926 1,026

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △315 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 90 118

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 2

受取利息及び受取配当金 △7 △8

支払利息 5 2

有形固定資産売却損益（△は益） △28 －

売上債権の増減額（△は増加） 219 160

たな卸資産の増減額（△は増加） △241 49

仕入債務の増減額（△は減少） 177 △99

その他 219 75

小計 2,507 2,394

利息及び配当金の受取額 7 8

利息の支払額 △5 △2

法人税等の支払額 △18 △871

法人税等の還付額 28 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,519 1,529

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 99 －

有形固定資産の取得による支出 △1,057 △899

無形固定資産の取得による支出 △6 －

その他 △49 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,013 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △281 △306

その他 △3 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △284 △312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,148 252

現金及び現金同等物の期首残高 5,386 6,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,534 6,315
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 該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品の特性別に、「ヨウ素・ガス営業部」及び「金属営業部」をおき、各営業部に属する製品につ

き包括的に戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 「その他事業」につきましては、ヨウ素化合物、金属化合物以外の化合物を取り扱っており、その事業活動

はヨウ素・ガス営業部の管轄としております。しかし、ヨウ素、ヨウ素化合物、天然ガスの生産及び販売が相

互に深く関連しあうことに対して、「その他事業」の化合物は独立した事業であることから、取締役会では、

ヨウ素及び天然ガス事業とは別に、「その他事業」として業績を報告しております。 

 従って当社は、「ヨウ素及び天然ガス事業」、「金属化合物事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメ

ントとしております。 

 各報告セグメントに属する主要な製品は以下のとおりであります。 

 (1) ヨウ素及び天然ガス事業………ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス 

 (2) 金属化合物事業…………………塩化ニッケル、水酸化コバルト等 

 (3) その他事業………………………その他化合物等 

  

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△510百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。なお、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２ セグメント利益又は損失（△）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。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

   

 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

  （単位：百万円）

  

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） 

ヨウ素及び
天然ガス事業

金属化合物
事業 

その他事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 8,336  1,943  77  10,356  ─  10,356

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
─ ─ ─  ─ (─) ─

計  8,336  1,943  77  10,356 (─)  10,356

セグメント利益又は損失（△）  1,750  △87  23  1,687  △510  1,176

（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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