
上 場 会 社 名　第一稀元素化学工業株式会社

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

問合せ先責任者（役職名）取締役財務部長 TEL 06-6682-1261

四半期報告書提出予定日　　　平成24年11月12日

決算補足説明資料作成の有無 ：無

決算説明会開催の有無 ：有

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（１）経営成績（累計） (％表示は、対前年同四半期増減率)

 

（２）財政状態

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 百万円 24年３月期 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　：有

　25年３月期の期末配当予想については未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示

　する予定であります。

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

(注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：有
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※　注記事項

　（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無

　（２）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示

　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 会計上の見積の変更 ：有

　④ 修正再表示 ：無

　（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）

　② 期末自己株式数

　③ 期中平均株式数（四半期累計）

 ※ 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

　（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細
　　　　は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項　（２）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。

　この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

　平成25年度３月期の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は「添付資料」Ｐ．
３（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２四半期累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）における世界経済は、ここまで景気拡大を牽引

してきた中国を始め新興国の成長が明らかに鈍化する一方、米国も高水準の失業率による個人消費が低迷、欧州で

も財政金融問題による景況感が一段と悪化し、景気の停滞感が強まりました。その中で、円高の長期化や電力供給

の制約が続く日本経済も非常に厳しい状況で推移しました。 

  当社の主要顧客であります自動車業界では、中国での自動車販売台数の伸びが大きく低下しており、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、第２四半期に入っても値下がり傾向が続きまし

た。このため、特に原料レアアースの価格との連動性が高い触媒関係の製品価格が値下がりし、売上高は前年同期

比で大きく減少しました。一方で、現在当社は適正在庫を超えた原料在庫を抱えており、在庫における収益性低下

の再評価による損失を第２四半期においても計上しました。更に、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結

果、過年度決算において計上した繰延税金資産の取崩しを行いました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高13,297百万円（前年同期比32.0％減）、営業損失1,032

百万円（前年同期は1,230百万円の営業利益）、経常損失1,128百万円（前年同期は1,268百万円の経常利益）、四

半期純損失2,676百万円（前年同期は762百万円の四半期純利益）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間末における総資産は30,313百万円で、前事業年度末比9,518百万円減少しました。これは

主に、たな卸資産の減少（6,679百万円）、受取手形及び売掛金の減少（1,232百万円）等によるものであります。

 当第２四半期会計期間末における負債は23,014百万円で、前事業年度末比6,764百万円減少しました。これは主

に、支払手形及び買掛金の減少（3,203百万円）、短期借入金の減少（3,700百万円）及び長期借入金の増加（608

百万円）等によるものであります。 

 当第２四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

660百万円増加し、5,236百万円となりました。なお、当第２四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２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は6,785百万円となりました。主な収入は、た

な卸資産の減少（6,679百万円）、売上債権の減少（1,457百万円）、未払又は未収消費税等の減少（1,359百万

円）及び減価償却費（806百万円）等によるものであります。 

 一方、主な支出は仕入債務の減少（△3,172百万円）及び税引前四半期純損失（△1,107百万円）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２四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は1,543百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得(△1,069百万円）及び子会社株式の取得（△500百万円）等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２四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は2,982百万円となりました。これは主に、短

期借入金の返済（△3,700百万円）、長期借入金の返済（△1,410百万円）及び長期借入れによる収入（2,200百

万円）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

- 2 -

第一稀元素化学工業㈱（4082） 平成25年３月期 第２四半期決算短信（非連結）



（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、当第２四半期までのレアアース価格の低下は、通期の当社製品の売上高、営業利

益に大きなマイナスの影響を与えます。平成25年３月期第２四半期累計期間の業績結果を踏まえ、平成24年８月９

日付「平成25年３月期第１四半期決算短信」にて公表いたしました平成25年３月期通期業績予想を修正いたしまし

た。また、業績予想の大幅な修正に伴い、期末配当金は未定といたします。 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想

の修正に関するお知らせ」と「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

 通期業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（１）四半期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。 

     

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそ

れぞれ37百万円減少しております。 

   

該当事項はありません。   

   

  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

28,000  

 百万円

600  

 百万円

450  

 百万円 

900  

 円 銭

187.37 

 今回修正予想（B) 24,000  △4,000  △4,100 △5,000 △1,039.16

 増減額（B-A) △4,000  △4,600  △4,550 △5,900   

 増減率（％）  △14.3  ―  ―  ―   

 （ご参考）前期実績 

 （平成24年３月期通期） 
 39,062  △5,363  △5,315  △3,857  △802.98 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,059,869 5,236,271

受取手形及び売掛金 5,831,314 4,598,457

製品 4,499,020 2,797,243

仕掛品 2,900,830 2,169,032

原材料及び貯蔵品 8,976,633 4,730,975

未収還付法人税等 489,760 －

その他 4,248,611 1,186,420

貸倒引当金 △2,107 △1,677

流動資産合計 30,003,934 20,716,723

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,612,688 2,370,344

機械及び装置（純額） 2,475,967 4,203,274

土地 1,484,243 1,484,243

建設仮勘定 2,882,832 70,705

その他（純額） 292,901 438,799

有形固定資産合計 8,748,632 8,567,367

無形固定資産 131,509 110,198

投資その他の資産   

その他 947,947 919,596

投資その他の資産合計 947,947 919,596

固定資産合計 9,828,089 9,597,163

資産合計 39,832,024 30,313,886

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,624,086 4,420,471

短期借入金 8,700,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 2,727,820 2,909,272

未払法人税等 － 10,541

賞与引当金 190,724 149,393

買付契約評価引当金 1,555,210 1,834,612

その他 1,363,854 391,587

流動負債合計 22,161,695 14,715,877

固定負債   

長期借入金 7,340,622 7,949,100

退職給付引当金 21,569 69,705

その他 255,125 280,129

固定負債合計 7,617,316 8,298,934

負債合計 29,779,012 23,014,812
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,207,203 1,207,203

利益剰余金 8,180,727 5,432,139

自己株式 △126,839 △126,839

株主資本合計 10,048,191 7,299,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,987 △11,338

評価・換算差額等合計 △5,987 △11,338

新株予約権 10,808 10,808

純資産合計 10,053,011 7,299,073

負債純資産合計 39,832,024 30,313,886
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 19,543,116 13,297,564

売上原価 17,221,682 13,389,123

売上総利益又は売上総損失（△） 2,321,434 △91,559

販売費及び一般管理費 1,090,948 941,207

営業利益又は営業損失（△） 1,230,485 △1,032,766

営業外収益   

受取利息 279 953

受取配当金 7,585 5,914

助成金収入 50,931 50,187

仕入割引 32,363 3,666

還付加算金 3,851 16,862

その他 14,682 13,261

営業外収益合計 109,693 90,846

営業外費用   

支払利息 33,932 53,657

為替差損 37,059 131,339

その他 391 1,783

営業外費用合計 71,383 186,780

経常利益又は経常損失（△） 1,268,794 △1,128,700

特別利益   

補助金収入 － 52,861

特別利益合計 － 52,861

特別損失   

固定資産除却損 9,207 169

投資有価証券評価損 － 31,193

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 13,497 31,363

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,255,296 △1,107,202

法人税、住民税及び事業税 556,014 5,860

法人税等調整額 △63,174 1,563,350

法人税等合計 492,840 1,569,211

四半期純利益又は四半期純損失（△） 762,456 △2,676,413
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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２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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又は税引前四半期純損失
（△）

1,255,296 △1,107,202

減価償却費 558,986 806,469

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,051 △41,331

買付契約評価引当金の増減額（△は減少） － 279,402

前払年金費用の増減額（△は増加） 46,479 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 48,135

貸倒引当金の増減額（△は減少） 610 △430

受取利息及び受取配当金 △7,865 △6,868

支払利息 33,932 53,657

為替差損益（△は益） 29,795 83,763

投資有価証券評価損益（△は益） － 31,193

補助金収入 － △52,861

有形固定資産除却損 9,207 169

売上債権の増減額（△は増加） △2,019,211 1,457,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,700,037 6,679,233

未払又は未収消費税等の増減額 △203,974 1,359,346

仕入債務の増減額（△は減少） 2,359,554 △3,172,076

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △9,039 50,041

その他 △14,905 △124,222

小計 △4,610,121 6,343,828

利息及び配当金の受取額 7,865 6,868

利息の支払額 △28,848 △54,157

法人税等の支払額 △605,919 △10,653

法人税等の還付額 － 499,955

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,237,025 6,785,842

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 △1,762,101 △1,069,342

無形固定資産の取得による支出 △18,152 △31,000

投資有価証券の取得による支出 △870 △890

子会社株式の取得による支出 － △500,000

貸付けによる支出 △3,000 △4,770

貸付金の回収による収入 6,428 1,800

長期前払費用の取得による支出 － △1,988

補助金の受取額 100,000 52,861

その他 15,778 10,184

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,661,916 △1,543,144

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） 2,600,000 △3,700,000

長期借入れによる収入 6,200,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △555,334 △1,410,070

ストックオプションの行使による収入 33,247 －

配当金の支払額 △72,040 △72,461

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,205,872 △2,982,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,795 △83,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,277,135 2,176,401

現金及び現金同等物の期首残高 2,253,208 3,059,869

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,530,343 5,236,271
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 該当事項はありません。   

    

 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）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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