
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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）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 ％

25年３月期第１四半期  8,444 △10.4  240 △62.2 △165  －  96 △54.4

24年３月期第１四半期  9,428  12.0  636 △9.2  450  49.6  210  93.7

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 500百万円（ ％） 40.2   24年３月期第１四半期 356百万円 （ ％） 302.3

  
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

25年３月期第１四半期  2.14 －

24年３月期第１四半期  4.69  4.66

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  66,747  23,872  34.4

24年３月期  63,326  23,106  35.6

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 22,928百万円   24年３月期 22,556百万円 

  
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 
24年３月期  － 2.00 － 2.00  4.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   3.00 － 3.00  6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  19,000  △5.5  900 △49.1  200 △82.2  1,000  185.3  22.21

通期  40,000  7.4  2,000 △21.0  700 △62.2  1,500  143.2  33.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  （注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 

  詳細は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「2.サマリー情報（注記事項）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」をご覧下さい。 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 48,391,922株 24年３月期 48,391,922株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 3,372,358株 24年３月期 3,372,358株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 45,019,564株 24年３月期１Ｑ 45,027,725株

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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項

については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。
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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における日本経済は、東日本大震災の復興需要などによる緩やかな回復が続く一方、

一段の円高の進行、欧州債務危機に端を発する欧米景気の減速、中国やその他の新興国の成長鈍化の影響もあ

り、一時的であると考えておりますが経営成績に大きな影響を与えております。 

 販売の明るい状況としては、スマートフォン等モバイル端末向けのNFC用アンテナシートやMLCC用誘電体材料の

増産がスタートしました。また、高充電電圧仕様のコバルト系正極材料への取組みも始まっています。一方、EV

自動車向けのリチウムイオン電池正極材料等においては、需要の立ち上がりが遅れている状況です。経営成績と

しては、景気後退の影響を受けて、売上高は8,444百万円（前年同四半期比10.4％減）、営業利益は240百万円

（同62.2％減）となりました。 

 経常利益については、円高による為替差損253百万円の発生等もあり、経常損失165百万円（前年同四半期は経

常利益450百万円）となりました。また、投資有価証券評価損が323百万円となりましたが国庫補助金収入も733百

万円あり、四半期純利益は96百万円（前年同四半期比54.4％減）となりました。 

 下期以降は、在庫調整の一巡による景気の回復を期待しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第1四半期連結会計期間末における資産は66,747百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,421百万円増加い

たしました。これは主に有形固定資産の増加2,141百万円、現金及び預金の増加911百万円等によります。 

（負債） 

 当第1四半期連結会計期間末における負債は42,875百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,655百万円増加い

たしました。これは主に短期借入金の増加1,111百万円及び設備未払金の増加1,166百万円等によります。 

（純資産） 

 当第1四半期連結会計期間末における純資産は23,872百万円となり、前連結会計年度末に比べ765百万円増加い

たしました。これは主に少数株主持分の増加394百万円、為替換算調整勘定の増加341百万円等によります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年5月15日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表いたしました「通期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、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異なる可能性があります。 

   

   

（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 

    （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

       一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に 

     取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

       これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,154 6,065

受取手形及び売掛金 8,634 8,548

完成工事未収入金 1,053 993

商品及び製品 2,940 3,714

仕掛品 1,943 1,947

未成工事支出金 154 155

原材料及び貯蔵品 2,490 2,499

その他 2,403 2,414

貸倒引当金 △49 △46

流動資産合計 24,723 26,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,619 6,599

機械装置及び運搬具（純額） 7,315 8,147

土地 6,520 6,525

建設仮勘定 9,353 9,679

その他（純額） 535 533

有形固定資産合計 29,343 31,485

無形固定資産   

のれん 134 276

その他 313 650

無形固定資産合計 447 927

投資その他の資産   

その他 8,911 8,057

貸倒引当金 △100 △15

投資その他の資産合計 8,811 8,042

固定資産合計 38,602 40,455

資産合計 63,326 66,747

戸田工業㈱（4100）平成25年３月期　第1四半期決算短信

3



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,943 4,623

短期借入金 12,955 14,066

1年内返済予定の長期借入金 6,071 4,947

未払法人税等 421 87

引当金 337 190

その他 3,344 5,277

流動負債合計 27,073 29,193

固定負債   

長期借入金 7,350 7,968

退職給付引当金 2,234 2,267

引当金 287 292

その他 3,272 3,153

固定負債合計 13,145 13,681

負債合計 40,219 42,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金 15,553 15,553

利益剰余金 3,862 3,850

自己株式 △1,530 △1,530

株主資本合計 23,447 23,436

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △218 △177

為替換算調整勘定 △672 △330

その他の包括利益累計額合計 △890 △507

少数株主持分 550 944

純資産合計 23,106 23,872

負債純資産合計 63,326 66,747
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,428 8,444

売上原価 7,673 6,970

売上総利益 1,755 1,473

販売費及び一般管理費   

従業員給料 274 296

その他 844 936

販売費及び一般管理費合計 1,118 1,233

営業利益 636 240

営業外収益   

受取利息 15 17

受取配当金 9 9

有価証券売却益 － 0

その他 75 85

営業外収益合計 100 111

営業外費用   

支払利息 73 105

持分法による投資損失 108 134

為替差損 79 253

その他 23 24

営業外費用合計 285 518

経常利益又は経常損失（△） 450 △165

特別利益   

国庫補助金 － 733

特別利益合計 － 733

特別損失   

固定資産処分損 7 3

投資有価証券評価損 － 323

その他 0 0

特別損失合計 7 327

税金等調整前四半期純利益 442 240

法人税、住民税及び事業税 140 72

法人税等調整額 86 75

法人税等合計 227 148

少数株主損益調整前四半期純利益 215 92

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △4

四半期純利益 210 96
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 215 92

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 41

為替換算調整勘定 73 259

持分法適用会社に対する持分相当額 112 107

その他の包括利益合計 141 408

四半期包括利益 356 500

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 346 479

少数株主に係る四半期包括利益 10 21
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  該当事項はありません。   

   

   

  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）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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