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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 14,720 △21.3 1,257 △52.0 1,248 △54.5 595 △55.7

23年12月期第1四半期 18,697 12.0 2,622 54.7 2,743 48.0 1,342 18.1

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 1,277百万円 （1.6％） 23年12月期第1四半期 1,257百万円 （―％）

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 5.40 ―

23年12月期第1四半期 12.19 ―

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 71,645 53,660 74.6
23年12月期 72,152 53,267 73.5

（参考） 自己資本  24年12月期第1四半期  53,448百万円 23年12月期  53,060百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年12月期 ―

24年12月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 30,500 △14.0 2,100 △57.0 2,000 △60.0 1,000 △62.0 9.08
通期 63,500 △10.8 4,100 △53.4 3,900 △56.0 1,700 △63.1 15.43



(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いません。 

※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。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

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   ：  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12月期1Q 110,433,614 株 23年12月期 110,433,614 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 274,911 株 23年12月期 274,039 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 110,159,139 株 23年12月期1Q 110,169,388 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（平成24年1月1日から平成24年3月31日）の売上高は前年同期に比べ21.3％減少し
14,720百万円、営業利益は前年同期に比べ52.0％減少し1,257百万円、経常利益は前年同期に比べ54.5％減少
し1,248百万円、四半期純利益は前年同期に比べ55.7％減少し595百万円となりました。 

  
セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
（合金鉄事業）  
 日本の1-3月の粗鋼生産は、昨年後半以降の長期化する円高及びタイの洪水の影響によりアジア向け輸出
が減少したため、前年同期に比べ4.1％減少し、2,657万トンとなりました。業界を取り巻く環境は、足元
では円高修正が進み、内需においても復興需要を含め好転の兆しが見られるものの、欧州における金融不
安は依然払拭されておらず、中国の景気減速も懸念されるなど先行き不透明な状況であります。粗鋼の生
産状況並びに合金鉄の市況と需要動向を引き続き注視していく必要があります。  
 こうした中、当事業の1-3月の販売数量は前年同期に比べ減少し、また、販売価格も前年同期に比べ低下
しました。  
 以上の結果、当事業の1-3月期の売上高は前年同期に比べ27.6％減少し、営業利益は前年同期に比べ
75.0％減少しました。  

  
（新素材事業） 
 マンガン酸リチウムの販売は自動車用大型電池向けを中心に前年同期比で拡大しましたが、フェロボロ
ンの販売が需要の急速な縮小により不調であったため、当事業の売上高は前年同期に比べ減少し、営業利
益は前年同期に比べほぼ横這いとなりました。 

  
（化学品事業） 
 主要製品であるクロム塩類及びほう素類については、昨年後半からの景気後退の影響による国内販売の
低迷や輸出の不振により、売上高は前年同期比で減少しました。一方、営業利益は原価低減が功を奏し若
干増加となりました。 

  
（環境システム事業） 
 主要需要先のめっき・表面処理業界の生産は総じて低調な推移となりましたが、当事業の売上高及び営
業利益は、大型設備の販売が寄与し前年同期比で増加しました。 

  
（その他の事業） 
 その他の事業は、前年同期比で売上高、営業利益は共に減少しました。 

  
（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、前連結会計年度末と比べ506百万円減少し71,645百万円となりま
した。流動資産は前連結会計年度末と比べ659百万円減少し43,819百万円、固定資産は前連結会計年度末と比
べ152百万円増加し27,826百万円となりました。流動資産は、商品及び製品の増加があったものの、現金及び
預金の減少により総じて減少しました。固定資産は、機械装置及び運搬具の減少があったものの、投資有価証
券の増加により総じて増加しました。 
  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、短期借入金の増加があったものの、未払法人税等、その他流動
負債の減少により、前連結会計年度末と比べ899百万円減少し17,985百万円となりました。なお、有利子負債
（短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金）は1,300百万円増加し6,450百万円となりました。 
  当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少はあったものの、そ
の他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末に比べ392百万円増加し53,660百万円となりまし
た。 

  
（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９日に発表しました「平成23年12月期決算短信」の内容を修正いた
しました。詳細つきましては、本日平成24年５月９日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

     該当事項はありません。 
  

（３）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。   

   
（追加情報） 
 当第１四半期連結累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）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）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 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 7,729 4,841 
受取手形及び売掛金 16,008 16,333 
商品及び製品 11,314 13,439 
仕掛品 288 322 
原材料及び貯蔵品 8,056 7,599 
繰延税金資産 289 57 
その他 822 1,256 
貸倒引当金 △31 △31 

流動資産合計 44,478 43,819 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 6,001 5,922 
機械装置及び運搬具（純額） 10,903 10,458 
土地 3,667 3,667 
建設仮勘定 135 124 
その他（純額） 146 140 
有形固定資産合計 20,853 20,312 

無形固定資産 58 50 
投資その他の資産   
投資有価証券 5,297 6,114 
繰延税金資産 1,064 950 
その他 404 630 
貸倒引当金 △4 △232 

投資その他の資産合計 6,761 7,463 

固定資産合計 27,673 27,826 

資産合計 72,152 71,645 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 5,378 5,274 
短期借入金 150 1,450 
1年内返済予定の長期借入金 4,400 4,400 
未払法人税等 1,662 233 
設備関係支払手形 376 171 
役員賞与引当金 28 6 
その他 2,821 2,500 
流動負債合計 14,816 14,036 

固定負債   
長期借入金 600 600 
繰延税金負債 0 0 
退職給付引当金 2,077 2,013 
環境対策引当金 492 492 
負ののれん 0 0 
その他 897 842 
固定負債合計 4,067 3,948 

負債合計 18,884 17,985 
純資産の部   
株主資本   
資本金 11,026 11,026 
資本剰余金 9,580 9,580 
利益剰余金 33,806 33,519 
自己株式 △194 △195 

株主資本合計 54,218 53,931 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 84 472 
為替換算調整勘定 △1,242 △955 

その他の包括利益累計額合計 △1,157 △482 

少数株主持分 207 211 
純資産合計 53,267 53,660 

負債純資産合計 72,152 71,645 
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 18,697 14,720 
売上原価 14,528 11,994 
売上総利益 4,168 2,726 
販売費及び一般管理費 1,546 1,468 
営業利益 2,622 1,257 

営業外収益   
受取利息 0 0 
受取配当金 1 0 
持分法による投資利益 159 － 
負ののれん償却額 6 0 
為替差益 9 24 
その他 12 27 
営業外収益合計 189 53 

営業外費用   
支払利息 13 12 
持分法による投資損失 － 2 
支払手数料 26 15 
物品売却損 14 19 
その他 13 11 
営業外費用合計 67 62 

経常利益 2,743 1,248 
特別損失   
固定資産除却損 13 13 
ゴルフ会員権評価損 － 1 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 577 － 
事業清算負担金 － 238 

特別損失合計 590 253 

税金等調整前四半期純利益 2,153 994 
法人税、住民税及び事業税 832 210 
法人税等調整額 △29 184 
法人税等合計 803 395 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,350 599 
少数株主利益 7 4 
四半期純利益 1,342 595 
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,350 599 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △77 391 
持分法適用会社に対する持分相当額 △15 286 

その他の包括利益合計 △92 678 

四半期包括利益 1,257 1,277 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 1,248 1,270 
少数株主に係る四半期包括利益 9 7 
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  該当事項はありません。 

   
   

  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 

   前第１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

（単位：百万円）

（注）報告セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日) 

（単位：百万円）

（注）報告セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

   

 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

  
  

  

報告セグメント    
  

調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）  

合金鉄 
事業 

新素材
事業 

化学品 
事業 

環境 
システム 
事業  

その他の
事業  計 

売上高                

外部顧客への売
上高  13,327  2,101  1,724  446  1,097  18,697  －  18,697

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 36  14  23  5  692  772  △772  －

計  13,363  2,116  1,748  451  1,790  19,470  △772  18,697

セグメント利益又
は損失（△）  1,948  444  102  132  △5  2,622  －  2,622

  
  

  

報告セグメント    
  

調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）  

合金鉄 
事業 

新素材
事業 

化学品 
事業 

環境 
システム 
事業  

その他の
事業  計 

売上高                

外部顧客への売
上高  9,654  1,870  1,583  589  1,022  14,720  －  14,720

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 95  9  21  6  626  758  △758  －

計  9,749  1,880  1,605  595  1,648  15,479  △758  14,720

セグメント利益又
は損失（△）  486  506  116  160  △13  1,257  －  1,257

（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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