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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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12月期第1四半期 3,235 0.0 577 100.2 580 92.0 346 155.2
23年12月期第1四半期 3,234 △6.0 288 △35.4 302 △21.9 135 △20.5

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 459百万円 （165.4％） 23年12月期第1四半期 173百万円 （―％）

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12月期第1四半期 13.56 ―

23年12月期第1四半期 5.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 21,949 17,989 82.0
23年12月期 21,752 17,683 81.3

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  17,989百万円 23年12月期  17,683百万円

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12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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  ：  有  
 

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) 7,000 3.8 1,200 53.6 1,200 48.7 700 71.3 27.41
通期 15,000 7.6 2,300 43.8 2,300 41.7 1,300 57.4 50.90



(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  ：  有  
（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」を
ご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を
ご覧ください。 

(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．当四半期決算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。 

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   ：  有

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12月期1Q 25,675,675 株 23年12月期 25,675,675 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 137,387 株 23年12月期 136,987 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 25,538,488 株 23年12月期1Q 25,542,538 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（2012年１月１日～2012年３月31日）におけるわが国経済は、昨年来より依然と厳し

い状況にあるものの、各種の政策効果などを背景に、緩やかに持ち直しつつあります。しかしながら欧州債務問題

等による世界経済の減速やわが国におけるデフレの長期化等の影響などにより、景気の先行きは依然として不透明

な状況にあります。 

  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の実施に伴う主力のヨウ

素製品の販売増加等により堅調に推移いたしました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は32億３千５百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益は５億７

千７百万円（前年同期比100.2％増）、経常利益は５億８千万円（前年同期比92.0％増）、四半期純利益は３億４

千６百万円（前年同期比155.2％増）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28億６千万円（前年同期比7.7％増）、営業利益は７億８千３百万

円（前年同期比52.1％増）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３億５千８百万円（前年同期比34.8％減）、営業損失は６千３百万円（前年

同期は営業損失２千９百万円）となりました。 

  

   [その他事業] 

    その他事業では、売上高は１千６百万円（前年同期比43.6％減）、営業利益は３百万円（前年同期比56.0％

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１四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１億９千７百万円増加の219億４千９

百万円となりました。これは主に、有形固定資産が増加したこと等によるものであります。 

  

  （負債） 

   当第１四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１億８百万円減少の39億６千万円となり

ました。これは主に、買掛金が減少したこと等によるものであります。 

  

  （純資産） 

   当第１四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３億５百万円増加の179億８千９百万

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。   

   

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 

  業績予想につきましては、平成24年２月３日に公表いたしました、「平成23年12月期 決算短信」に記載の平成

24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）との差異が生じたため、業績予想を修正いた

しました。詳細につきましては、本日（平成24年４月26日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

    

  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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 デリバティブ取引（為替予約取引）の処理方法の変更  

  為替予約取引については、従来、為替予約等の振当処理を行っておりましたが、財務管理体制を踏まえて検討

した結果、デリバティブ取引に係る損益をより的確に表示するため、当第１四半期連結会計期間より、原則的処

理方法に変更いたしました。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響額が軽微であるため、遡及適用しておりません。    

   

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用  

   当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2009年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 2009年12月４日）を適用しております。 

   

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(2011年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2012年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456 1,538

受取手形及び売掛金 3,912 3,468

商品及び製品 1,406 1,426

仕掛品 241 311

原材料及び貯蔵品 662 649

短期貸付金 5,145 5,407

その他 166 216

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 12,990 13,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,590 2,545

機械装置及び運搬具（純額） 3,291 3,143

土地 1,428 1,430

建設仮勘定 633 928

その他（純額） 167 159

有形固定資産合計 8,110 8,207

無形固定資産   

その他 163 231

無形固定資産合計 163 231

投資その他の資産   

繰延税金資産 277 282

その他 209 211

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 487 493

固定資産合計 8,762 8,932

資産合計 21,752 21,949
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2011年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2012年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 996 712

短期借入金 600 600

未払金 932 872

未払法人税等 260 286

賞与引当金 106 205

役員賞与引当金 8 2

その他 218 300

流動負債合計 3,121 2,979

固定負債   

退職給付引当金 682 711

役員退職慰労引当金 25 25

資産除去債務 118 124

その他 120 119

固定負債合計 946 980

負債合計 4,068 3,960

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 11,217 11,410

自己株式 △92 △92

株主資本合計 18,656 18,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △9 △6

為替換算調整勘定 △962 △853

その他の包括利益累計額合計 △972 △859

純資産合計 17,683 17,989

負債純資産合計 21,752 21,949
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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 2011年１月１日 
 至 2011年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2012年１月１日 
 至 2012年３月31日) 

売上高 3,234 3,235

売上原価 2,575 2,353

売上総利益 659 881

販売費及び一般管理費 370 304

営業利益 288 577

営業外収益   

受取利息 2 2

為替差益 4 －

受取技術料 6 －

受取手数料 1 1

その他 0 0

営業外収益合計 14 4

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 － 0

営業外費用合計 0 1

経常利益 302 580

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 19 9

災害による損失 71 －

特別損失合計 90 9

税金等調整前四半期純利益 211 571

法人税、住民税及び事業税 99 275

法人税等調整額 △23 △50

法人税等合計 75 224

少数株主損益調整前四半期純利益 135 346

四半期純利益 135 346
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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 2011年１月１日 
 至 2011年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2012年１月１日 
 至 2012年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 135 346

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 3

為替換算調整勘定 39 109

その他の包括利益合計 37 112

四半期包括利益 173 459

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 173 459

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。     

   

 （セグメント情報） 

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2011年１月１日 至 2011年３月31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 

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△205百万円は、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。  

   

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2012年１月１日 至 2012年３月31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 

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△146百万円は、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。   

  

 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

  （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 2,655  550  29  3,234  ─  3,234

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
─ ─ ─  ─ (─) ─

計  2,655  550  29  3,234 (─)  3,234

セグメント利益又は損失（△）  514  △29  8  494  △205  288

  （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 2,860  358  16  3,235  ─  3,235

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
─ ─ ─  ─ (─) ─

計  2,860  358  16  3,235 (─)  3,235

セグメント利益又は損失（△）  783  △63  3  723  △146  577

（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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