
 

平成24年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成24年１月27日

上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 4082 ＵＲＬ http://www.dkkk.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上  剛 

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 仁田 英策 (TEL)06(6682)1261

四半期報告書提出予定日 平成24年２月２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24年３月期第３四半期の業績（平成23年３月21日～平成23年12月20日） 
（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３四半期 29,575 70.5 3,134 △2.4 3,156 △0.2 1,917 △2.2
23年３月期第３四半期 17,346 57.5 3,213 193.9 3,162 194.4 1,961 131.0

 

 
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３四半期 399.32 397.34
23年３月期第３四半期 410.24 407.69

 
（２）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

24年３月期第３四半期 40,862 15,812 38.7 3,286.58
23年３月期 24,896 14,026 56.3 2,926.05

（参考）自己資本    24年３月期第３四半期   15,800百万円       23年３月期   14,010百万円 

 
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   
23年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00   
24年３月期 － 15.00 －   

24年３月期(予想)    15.00 30.00   

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無  

 
３．平成24年３月期の業績予想（平成23年３月21日～平成24年３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 40,000 67.5 4,400 56.9 4,400 57.9 2,600 45.2 541.80

（注）１．当四半期における業績予想の修正有無：有  

    ２．平成24年３月１日開催予定の臨時株主総会における承認を前提として、決算期を３月20日から３月31日へ変更する

予定となっており、当事業年度は平成 23 年３月 21 日から平成 24 年３月 31 日までの変則決算となる予定であります。

なお、対前期増減率につきましては、決算期変更による影響は軽微でありますので表示しております。 



 

４．その他（詳細は、「添付資料」Ｐ．３「その他の情報」をご覧下さい） 
 

（１）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 

① 会計基準等の改正に伴う変更：有  

② ①以外の会計方針の変更  ：無  

   （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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 4,880,000株 23年３月期 4,880,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 72,396株 23年３月期 91,847株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 4,801,174株 23年３月期３Ｑ 4,780,906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四半期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 
   本資料に記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。
なお、上記予想に関する事項は「添付資料」Ｐ．３「業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
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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世界経済は、欧州において国家の債務問題に起因する金融不安が一層深刻化し、

総じて経済停滞が続きました。米国では、一部には業績好調な企業が散見されるものの、全体としては雇用・個人

消費の回復に力強さが見られませんでした。また、世界経済の牽引役であった中国でも、金融引締めや欧州向け輸

出の減少により景気拡大ペースが減速傾向となりました。わが国経済においては、東日本大震災の影響から立ち直

りつつはありますが、長期化する電力問題や円高の定着による国内産業の空洞化など、依然として厳しい状況が続

きました。 

当社の主要顧客であります自動車業界では、ドイツ車や韓国車など輸出が好調な企業もあるものの、世界 大市

場となった中国の補助金政策の終了などにより、グローバルな自動車の総生産台数は拡大傾向が大幅に鈍化いたし

ました。 

当社製品の主要原料の一つであるレアアースに関しましては、昨年度から主要産出国である中国の政策により価

格が高騰しておりましたが、ようやく2011年夏期をピークに価格は下落傾向となりました。 

このような状況の下、当社はレアアースの使用比率の高い一部製品については、四半期毎に前四半期の購入実績

を基に翌四半期の製品価格を決める方式を採用しているため、第２四半期（７月から９月）の購入価格を基に第３

四半期も製品価格の値上げを実施いたしました。足元の材料価格が下落している中での値上げであったため、当社

製品の先安感から買い控えの動きとなり、販売数量は減少しました。しかしながら、販売単価の上昇効果が大き

く、売上高は前年同期比で増加いたしました。 

  一方、収益面では、レアアース等の原材料価格の上昇によるコストアップと製品値上げが均衡に近づき、営業利

益・経常利益は前年同期比で微減まで改善しました。 

  これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高29,575百万円（前年同期比70.5％増）、営業利益3,134

百万円（前年同期比2.4％減）、経常利益3,156百万円（前年同期比0.2％減）、当四半期純利益1,917百万円（前年

同期比2.2％減）となりました。 

（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40,862百万円で、前事業年度末比15,966百万円増加しました。これは

主に、たな卸資産の増加（11,375百万円）、固定資産の増加（2,737百万円）、現金及び預金の増加（841百万円）

等によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末における負債は25,050百万円で、前事業年度末比14,180百万円増加しました。これは主

に、長期借入金の増加（１年内返済予定の長期借入金含む）（7,427百万円）、短期借入金の増加（5,000百万

円）、支払手形及び買掛金の増加（1,287百万円）等によるものであります。 

 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、前四半期会計期間末に比べ

435百万円減少し、3,095百万円となりました。なお、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次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３四半期会計期間における営業活動の結果、使用した資金は2,950百万円となりました。主な支出は、た

な卸資産の増加（△4,675百万円）、仕入債務の減少（△1,021百万円）及び法人税等の支払額（△499百万円）

等によるものであります。 

 一方、主な収入は税引前四半期純利益（1,887百万円）、売上債権の減少（1,496百万円）等によるものであり

ます。 

 なお、当第３四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は8,188百万円となりました。主な支出

は、たな卸資産の増加（△11,375百万円）、法人税等の支払額（△1,105百万円）及び売上債権の増加（△522百

万円）等によるものであります。 

 一方、主な収入は、税引前四半期純利益（3,142百万円）、仕入債務の増加（1,337百万円）及び減価償却費

（889百万円）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３四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は1,609百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得(△1,608百万円）等によるものであります。 

 なお、当第３四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は3,271百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得(△3,371百万円）及び補助金の受取額（100百万円）等によるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における財務活動の結果、得られた資金は4,121百万円となりました。これは主に、長

期借入れによる収入（2,400百万円）、短期借入金の増加（2,400百万円）、長期借入金の返済（△617百万円）

及び配当金の支払額（△67百万円）等によるものであります。 

 なお、当第３四半期累計期間における財務活動の結果、得られた資金は12,326百万円となりました。これは主

に、長期借入れによる収入（8,600百万円）、短期借入金の増加（5,000百万円）、長期借入金の返済（△1,172

百万円）及び配当金の支払額（△139百万円）等によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、レアアースの価格もようやく落ち着きを見せ始め、当社製品の販売単価もレアア

ースの使用割合の多い一部製品については低下することが予想されます。また、欧州の金融不安が世界経済に影響

を与え始め、今後の景気動向は予断を許さず、当社製品の販売にとっても大幅な数量増は期待できない状況にあり

ます。しかしながら、原料価格の低下により売上原価も減少するため、現在の状況では収益は大きく変わらない見

込みです。 

 このため、平成23年10月23日付「平成24年３月期第２四半期決算短信」にて公表いたしました平成24年３月期通

期業績予想を以下の通り修正いたします。 

  

 通期業績予想（平成23年３月21日～平成24年３月31日） 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理の適用 

たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

（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。 

 これによる、第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

（３）追加情報  

購買予約契約 

 当社は一部の原料調達において購買予約契約を締結しており、当第３四半期会計期間末における購買予約契約

残高は3,392百万円であります。 

  

  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 

 前回発表予想（A) 
百万円

４３,０００

 百万円

４,４００

 百万円

４,４００

 百万円 

２,６００ 

 円  銭

５４１.８０

 今回修正予想（B)  ４０,０００  ４,４００  ４,４００  ２,６００  ５４１.８０

 増減額（B-A)  △３,０００  ―  ―  ―   

 増減率（％）  △７.０  ―  ―  ―   

 （ご参考）前期実績 

（平成23年３月期通期）  
 ２３,８８２  ２,８０４  ２,７８６  １,７９０  ３７４.４０

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23年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,095,074 2,253,208

受取手形及び売掛金 5,898,495 5,475,122

製品 7,209,532 2,150,674

仕掛品 4,354,798 2,277,905

原材料及び貯蔵品 8,919,293 4,679,536

その他 2,421,666 1,832,814

貸倒引当金 △2,067 △1,906

流動資産合計 31,896,792 18,667,355

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,656,392 1,750,846

機械及び装置（純額） 2,719,611 2,212,001

土地 1,484,243 979,467

その他（純額） 2,519,807 540,786

有形固定資産合計 8,380,054 5,483,101

無形固定資産 141,177 180,218

投資その他の資産   

その他 444,684 565,529

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 444,681 565,525

固定資産合計 8,965,913 6,228,845

資産合計 40,862,706 24,896,200

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,718,964 2,431,827

短期借入金 8,500,000 3,500,000

1年内返済予定の長期借入金 2,702,040 980,708

未払法人税等 851,539 619,817

賞与引当金 122,965 240,528

その他 1,203,190 779,559

流動負債合計 17,098,699 8,552,440

固定負債   

長期借入金 7,666,722 1,960,708

退職給付引当金 8,060 －

その他 276,913 356,331

固定負債合計 7,951,696 2,317,039

負債合計 25,050,395 10,869,479

- 4 -

第一稀元素化学工業㈱（4082） 平成24年３月期 第３四半期決算短信



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年12月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,205,615 1,197,854

利益剰余金 13,954,964 12,181,675

自己株式 △134,210 △170,168

株主資本合計 15,813,470 13,996,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,912 13,903

評価・換算差額等合計 △12,912 13,903

新株予約権 11,752 16,354

純資産合計 15,812,310 14,026,720

負債純資産合計 40,862,706 24,896,200
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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22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

売上高 17,346,228 29,575,496

売上原価 12,471,909 24,804,025

売上総利益 4,874,319 4,771,471

販売費及び一般管理費 1,661,098 1,636,949

営業利益 3,213,220 3,134,521

営業外収益   

受取利息 3,717 375

受取配当金 7,544 8,513

助成金収入 － 57,245

仕入割引 16,252 55,909

その他 16,432 20,554

営業外収益合計 43,946 142,598

営業外費用   

支払利息 20,343 58,644

為替差損 73,469 61,434

その他 960 930

営業外費用合計 94,773 121,008

経常利益 3,162,393 3,156,111

特別利益   

補助金収入 11,159 －

貸倒引当金戻入額 － 450

その他 2,606 －

特別利益合計 13,765 450

特別損失   

固定資産除却損 893 9,662

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,290

特別損失合計 893 13,952

税引前四半期純利益 3,175,266 3,142,609

法人税、住民税及び事業税 1,198,486 1,336,081

法人税等調整額 15,479 △110,652

法人税等合計 1,213,965 1,225,428

四半期純利益 1,961,300 1,917,180
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成22年12月20日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成23年12月20日) 

売上高 7,185,349 10,032,380

売上原価 5,242,940 7,582,342

売上総利益 1,942,408 2,450,037

販売費及び一般管理費 568,486 546,000

営業利益 1,373,922 1,904,036

営業外収益   

受取利息 230 95

受取配当金 928 928

助成金収入 － 6,314

仕入割引 7,832 23,546

その他 10,662 2,021

営業外収益合計 19,653 32,905

営業外費用   

支払利息 6,025 24,711

為替差損 16,487 24,374

その他 423 538

営業外費用合計 22,935 49,624

経常利益 1,370,640 1,887,317

特別利益   

補助金収入 4,300 －

貸倒引当金戻入額 － 450

その他 440 －

特別利益合計 4,740 450

特別損失   

固定資産除却損 － 454

特別損失合計 － 454

税引前四半期純利益 1,375,380 1,887,312

法人税、住民税及び事業税 479,093 780,066

法人税等調整額 63,920 △47,478

法人税等合計 543,014 732,588

四半期純利益 832,366 1,154,724
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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３四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20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 3,175,266 3,142,609

減価償却費 804,229 889,161

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,153 △117,563

前払年金費用の増減額（△は増加） 23,972 61,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 8,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） 510 160

受取利息及び受取配当金 △11,261 △8,889

支払利息 20,343 58,644

為替差損益（△は益） 115,464 25,550

補助金収入 △11,159 －

有形固定資産売却損益（△は益） △2,606 －

有形固定資産除却損 893 9,662

売上債権の増減額（△は増加） △1,721,315 △522,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,718,423 △11,375,508

未払又は未収消費税等の増減額 △404,942 △594,886

その他の資産の増減額（△は増加） 51,882 －

仕入債務の増減額（△は減少） 2,772,221 1,337,878

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △99,446 3,441

その他の負債の増減額（△は減少） △16,711 －

その他 － 46,519

小計 759,762 △7,036,768

利息及び配当金の受取額 11,261 8,889

利息の支払額 △19,705 △54,781

法人税等の支払額 △1,189,445 △1,105,345

営業活動によるキャッシュ・フロー △438,126 △8,188,005

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 △772,803 △3,371,007

有形固定資産の売却による収入 14,640 －

無形固定資産の取得による支出 △34,044 △18,152

投資有価証券の取得による支出 △1,080 △1,170

貸付けによる支出 △4,880 △3,000

貸付金の回収による収入 2,381 7,415

補助金の受取額 200,000 100,000

その他 2,945 14,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △592,842 △3,271,505

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） 320,000 5,000,000

長期借入れによる収入 － 8,600,000

長期借入金の返済による支出 △549,986 △1,172,654

自己株式の取得による支出 △124 －

ストックオプションの行使による収入 11,485 39,292

配当金の支払額 △137,862 △139,711

財務活動によるキャッシュ・フロー △356,486 12,326,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,464 △25,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,502,919 841,865

現金及び現金同等物の期首残高 3,333,504 2,253,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,830,584 3,095,074
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 該当事項はありません。  

  

当第３四半期累計期間（自 平成23年３月21日 至 平成23年12月20日） 

 当社は、化学工業製品の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より 「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。  

  

海外子会社の設立について  

  当社は、平成23年12月22日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立することを決議いたしまし

た。 

１．設立の目的 

  当社製品の主原料であるジルコンサンドの安定調達と高品質ジルコニウム中間体の製造を目的として、品質の

良いジルコンサンドの産出地であるベトナム国にジルコニウム中間体を製造する子会社を設立することといたし

ました。  

２．子会社の概要 

(1）商      号： CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HIẾM VIỆT NAM. 

（英語表記 ： Vietnam Rare Elements Chemical Joint Stock Company） 

(2）所 在 地  ： ベトナム国バリアブンタオ省 

(3）代 表 者  ： 杉井 洋（当社相談役） 

(4）事業内容  ： オキシ塩化ジルコニウム（当社 終製品の前工程でのジルコニウム中間体）製造 

(5）資 本 金  ： ８.１億円相当ベトナムドン（予定） 

(6）出資比率  ： 第一稀元素化学工業株式会社 ６２％ 

その他           ３８％ 

(7）設立年月日： 平成24年3月（予定） 

(8）生産開始日： 平成26年3月期第2四半期（予定） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

生産実績を単一セグメント内の区分に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．同一品目であっても複数の用途に用いられることもありますので、生産実績については用途別に示すこ

とが困難であるため、その主要製法別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．生産金額は実際原価に基づいて算出しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注の状況 

  当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

③販売実績 

  販売実績を単一セグメント内の区分に示すと、次のとおりであります。 

  

４．補足情報

区 分 

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日 

 至 平成23年12月20日)

前年同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

 至 平成23年12月20日) 

前年同期比

（％） 

ジルコニウム化合物（千円）      9,739,648  211.5      27,595,743  250.9

その他（千円）      168,282  99.1      728,613  168.2

合計（千円）  9,907,930  207.5  28,324,356  247.8

製法別 

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日

 至 平成23年12月20日)

前年同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

 至 平成23年12月20日) 

前年同期比

（％） 

湿式工程品（千円）       9,549,849  217.5      26,929,432  260.8

乾式工程品（千円）      166,820  81.5      754,518  131.7

溶液品（千円）       130,768  126.4      402,958  129.7

セシウム品（千円）       60,492      78.5      237,447  107.5

合計（千円）   9,907,930  207.5  28,324,356  247.8

区 分 

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日 

  至 平成23年12月20日)

前年 

同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

  至 平成23年12月20日) 

前年 

同期比

（％）

ジルコニウム化合物（千円）       9,435,496  142.6      27,770,361  175.2

その他（千円）       596,883  105.1      1,805,135  120.8

合計（千円）   10,032,380  139.6  29,575,496  170.5
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単一セグメント内の用途別販売実績 

（注）１．主要な輸出先及び輸出販売実績並びに割合は、次のとおりであります。 

なお、（  ）内は総販売実績に対する輸出販売実績の割合であります。  

 ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。  

    (注)㈱キャタラーにつきましては、当第３四半期累計期間において、当該割合が100分の10未満のた 

      め記載を省略しております。 

      また、BASF Catalysts LLCにつきましては、当第３四半期会計期間において、当該割合が100分 

      の10未満のため記載を省略しております。  

 ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

用途別  

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日 

 至 平成23年12月20日)

前年  

同期比

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

 至 平成23年12月20日)

前年  

同期比

（％） 

触媒（千円）       7,919,493  162.0      23,090,481  207.8

耐火物・ブレーキ材（千円）       658,686  103.4      1,963,905  106.9

ファインセラミックス（千円）       631,017  75.0      2,157,324  99.3

電子材料・酸素センサー（千円）  513,257  102.3  1,452,611  103.6

その他（千円）       309,924  97.5      911,173  110.5

合計（千円）   10,032,380  139.6  29,575,496  170.5

輸出先 

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日 

 至 平成23年12月20日)

割合 

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

 至 平成23年12月20日)

割合

（％） 

欧州（千円）      2,260,999   45.0      6,737,996   39.4

北米（千円）      1,530,372   30.4      5,281,977   30.8

アジア（千円）       1,093,905   21.7      4,391,059   25.6

その他（千円）       146,820   2.9      721,796   4.2

合計（千円）  
 

        (50.2%)  

5,032,098
  100.0

 

        (57.9%)  

17,132,829
  100.0

相手先 

当第３四半期会計期間 

(自 平成23年９月21日 

  至 平成23年12月20日)

割合 

（％） 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月21日 

  至 平成23年12月20日)

割合

（％）

㈱キャタラー（千円）      1,274,254  12.7    － － 

BASF Catalysts LLC  

（千円）  
   － －      3,290,449  11.1
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