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1. 平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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3四半期 46,519 △13.7 3,244 △54.7 3,208 △55.4 1,597 △58.6
23年12月期第3四半期 53,930 1.3 7,154 △6.0 7,202 △8.6 3,857 △18.4

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,484百万円 （△48.0％） 23年12月期第3四半期 2,851百万円 （―％）

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3四半期 14.50 ―
23年12月期第3四半期 35.01 ―

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12月期第3四半期 69,651 53,866 77.0 487.07
23年12月期 72,152 53,267 73.5 481.67
（参考） 自己資本 24年12月期第3四半期 53,654百万円 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 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 61,400 △13.8 3,800 △56.8 3,700 △58.2 1,400 △69.6 12.71



(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） ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(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当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）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

※ 注記事項

新規 1社 （社名） NDC H．K．Company Limited 、 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3Q 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3Q 276,171 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3Q 110,159,063 株 23年12月期3Q 110,165,642 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間（平成24年1月1日から平成24年9月30日）の売上高は前年同期に比べ13.7％減少

し46,519百万円、営業利益は前年同期に比べ54.7％減少し3,244百万円、経常利益は前年同期に比べ55.4％減

少し3,208百万円、四半期純利益は前年同期に比べ58.6％減少し1,597百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

（合金鉄事業）

世界の粗鋼生産は、年前半は概ね堅調に推移しましたが、後半に入り減速に転じました。特に中国の粗

鋼生産は好調を維持し、7月には6,169万トンと史上最高の月間生産量を記録しましたが、欧州信用不安の

影響等によりその後伸び悩み、1-9月累計では5億4,234万トンと前年同期比1.7％の微増に留まりました。

日本の粗鋼生産は、昨年後半から今年初めにかけては輸出の不振により減少しましたが、3月以降自動

車、建設向け等の内需を中心に堅調に推移したため、1-9月の粗鋼生産は前年同期比0.4％増の8,132万トン

となりました。しかしながら中国経済の減速、長期化する円高等、先行きに不安材料を抱えており、引き

続き粗鋼の生産状況及び合金鉄の需要動向を注視して行く必要があります。

こうした状況の中、当事業の1-9月の販売数量は前年同期に比べ増加したものの、販売価格は国際市況の

下落と円高により前年同期に比べ大幅に低下しました。

以上の結果、当事業の1-9月期の売上高は前年同期に比べ15.2％減少し、営業利益は前年同期に比べ

64.6％減少しました。

（新素材事業）

フェロボロンの販売は第２四半期以降回復しましたが、マンガン酸リチウムの販売は自動車用大型電池

向けの需要が伸び悩む中、在庫調整の影響もあり、減少しました。当事業全体では売上高及び営業利益は

前年同期に比べ減少しました。

（化学品事業）

ほう素類は主要な販売先である液晶ガラス向けの需要が減少し、また、クロム塩類についても国内・輸

出共に需要減となったため、当事業の売上高及び営業利益は前年同期比で減少しました。

（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は若干減少しましたが、営業利益は増加しました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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2,500百万円減少し69,651百万円となり

ました。流動資産は前連結会計年度末と比べ1,872百万円減少し42,606百万円、固定資産は前連結会計年度末

と比べ628百万円減少し27,045百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加があったもの

の、現金及び預金の減少並びに原材料及び貯蔵品の減少等により、総じて減少しました。固定資産の減少は、

主として機械装置及び運搬具の減少によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、１年内返済予定の長期借入金の返済に伴い短期借入金が増加し

ましたものの、未払法人税等及び支払手形及び買掛金の減少により、前連結会計年度末と比べ3,098百万円減

少し15,785百万円となりました。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360百万円減少し4,790百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ598百万円増加し53,866百万円とな

りました。主として利益剰余金の増加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、国際市況の低下により合金鉄の一部製品の販売価格が予想を下回ること及び合金

鉄の販売数量が予想より若干減少すること並びに電池材料の販売数量も伸び悩んでいることから、平成24年8月

6日に公表した数値を下方修正しております。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第３四半期連結会計期間より、NDC H.K.Company Limitedは重要性が増したため、連結の範囲に含めており

ます。

（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）

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）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（注記事項）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３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,729 5,011

受取手形及び売掛金 16,008 18,119

商品及び製品 11,314 10,639

仕掛品 288 260

原材料及び貯蔵品 8,056 7,053

繰延税金資産 289 145

その他 822 1,407

貸倒引当金 △31 △30

流動資産合計 44,478 42,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,001 5,631

機械装置及び運搬具（純額） 10,903 9,620

土地 3,667 3,661

建設仮勘定 135 482

その他（純額） 146 123

有形固定資産合計 20,853 19,519

無形固定資産 58 45

投資その他の資産

投資有価証券 5,297 5,796

繰延税金資産 1,064 1,262

その他 404 653

貸倒引当金 △4 △232

投資その他の資産合計 6,761 7,480

固定資産合計 27,673 27,045

資産合計 72,152 69,651
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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３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,378 4,627

短期借入金 150 4,190

1年内返済予定の長期借入金 4,400 －

未払法人税等 1,662 415

設備関係支払手形 376 90

役員賞与引当金 28 25

その他 2,821 2,486

流動負債合計 14,816 11,835

固定負債

長期借入金 600 600

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 2,077 2,044

環境対策引当金 492 492

負ののれん 0 －

その他 897 813

固定負債合計 4,067 3,950

負債合計 18,884 15,785

純資産の部

株主資本

資本金 11,026 11,026

資本剰余金 9,580 9,579

利益剰余金 33,806 34,522

自己株式 △194 △194

株主資本合計 54,218 54,933

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 84 △5

為替換算調整勘定 △1,242 △1,274

その他の包括利益累計額合計 △1,157 △1,279

少数株主持分 207 211

純資産合計 53,267 53,866

負債純資産合計 72,152 69,651
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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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 53,930 46,519

売上原価 42,029 38,836

売上総利益 11,900 7,683

販売費及び一般管理費 4,745 4,438

営業利益 7,154 3,244

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 52 38

持分法による投資利益 256 95

負ののれん償却額 18 0

その他 36 128

営業外収益合計 364 264

営業外費用

支払利息 40 33

支払手数料 75 42

物品売却損 108 167

その他 91 57

営業外費用合計 316 300

経常利益 7,202 3,208

特別損失

固定資産除却損 190 122

ゴルフ会員権評価損 4 1

出資金評価損 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 577 －

減損損失 － 162

事業清算負担金 － 238

特別損失合計 862 525

税金等調整前四半期純利益 6,340 2,683

法人税、住民税及び事業税 2,534 1,061

法人税等調整額 △67 14

法人税等合計 2,466 1,076

少数株主損益調整前四半期純利益 3,873 1,606

少数株主利益 16 9

四半期純利益 3,857 1,597
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,873 1,606

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △358 △90

為替換算調整勘定 － △10

持分法適用会社に対する持分相当額 △663 △22

その他の包括利益合計 △1,021 △122

四半期包括利益 2,851 1,484

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,838 1,475

少数株主に係る四半期包括利益 12 8
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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３四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日) 

（単位：百万円）

（注）報告セグメント利益の合計は、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３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)

（単位：百万円）

（注）報告セグメント利益の合計は、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）セグメント情報等

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
36,229 7,653 5,224 1,173 3,649 53,930 － 53,930

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

107 44 77 14 1,928 2,172 △2,172 －

計 36,337 7,698 5,301 1,187 5,578 56,102 △2,172 53,930

セグメント利益 4,642 1,623 383 277 227 7,154 － 7,154

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
30,740 6,031 4,862 1,312 3,573 46,519 － 46,519

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

204 46 68 17 1,500 1,838 △1,838 －

計 30,945 6,078 4,930 1,329 5,073 48,357 △1,838 46,519

セグメント利益 1,645 746 260 335 256 3,244 － 3,244

（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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