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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 35,226 △11.4 △817 ― △804 ― △1,037 ―

24年3月期第3四半期 39,747 40.1 1,729 117.3 1,601 110.5 833 153.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △1,042百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 758百万円 （152.7％）

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3四半期 △32.86 ―

24年3月期第3四半期 26.38 ―

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

25年3月期第3四半期 43,406 25,305 58.0 797.55

24年3月期 46,709 26,667 56.8 839.75

（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 25,180百万円 24年3月期 26,512百万円

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

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年3月期 ― 5.00 ―

25年3月期（予想） 0.00 5.00

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、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 44,000 △18.8 △800 ― △800 ― △1,000 ― △31.67



(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き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

上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と異なる可能性がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】3P.「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

※  注記事項

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 ： 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3Q 31,600,000 株 24年3月期 31,600,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 27,958 株 24年3月期 27,918 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 31,572,070 株 24年3月期3Q 31,572,092 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のセグメント別の経営成績は以下のとおりであります。

（合金鉄事業）

合金鉄の販売数量は、需要先である鉄鋼業界の生産量が昨年度に比べ増加したことから、当第３四半期連結累計

期間では前年同期比約７％増加となりました。販売価格は、市況の悪化、円高の継続等により下落傾向で推移して

おります。コスト面では原料のマンガン鉱石の購入価格は高止まりし、電力の価格も大幅に上昇しております。第

４四半期連結会計期間も販売価格が下落する見込みであることから、製品及び原材料を主体にたな卸資産の評価損

が発生いたしました。

以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ約９％減少し１６５億１千７百万円、営業損

失は７億５千２百万円となりました。

（機能材料事業）

ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池用水素吸蔵合金は、当該自動車の好調な生産を反映し当第３四半期連

結累計期間では前年同期に比べ販売数量は５割程度の増加となりました。他方、磁石用合金は、国内での焼結磁石

生産が低調であることから、販売数量は依然低迷しております。

機能材料事業の主要な原料であるレアアースの購入価格は、一昨年後半から大幅に低下し、その傾向が継続して

いることから、原材料主体にたな卸資産の評価損が発生いたしました。

以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ14％減少し１８２億９千７百万円、営業損失

は１億９百万円となりました。

（その他）

その他については、土木関連事業において、厳しい事業環境下ではありますが、売上高５億３千万円、営業利益

４千１百万円となりました。

（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資産合計は、預け金の増加はあったものの、たな卸資産の減少等により、前連結

会計年度末に比べ３３億２百万円減少し、４３４億６百万円となりました。

負債につきましては、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ１９億４千万円減少し、１８１億１百万円

となりました。

純資産は、当第３四半期連結累計期間の純損失による減少及び配当による減少等により、前連結会計年度末に比

べ１３億６千２百万円減少し、２５３億５百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により４９億５千９百

万円の増加となりました。設備投資等の投資活動で１０億８千３百万円使用し、借入金の返済及び配当金の支払等

による財務活動で２３億７千５百万円使用した結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高

は、前連結会計年度末に比べ１４億７千７百万円増加し、６２億７千９百万円となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

-2-



（３）連結業績予想に関する定性的情報

合金鉄は、為替レートについては是正傾向にありますが、国際市況は先行き不透明であり、また需要先である鉄

鋼業界の生産回復傾向も見えず、合金鉄販売価格の下落、販売数量の減少が懸念されます。

機能材料事業においては、ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池用水素吸蔵合金で好調な販売が予想されま

すが、レアアース価格の低下傾向が更に続く場合は、たな卸資産への評価損の増加が懸念されます。

こうした中、コスト面で、合金鉄事業、機能材料事業とも損益向上のために固定費を始めとし一層のコスト低減

を実施するとともに、収益基盤の強化を図ってまいります。

以上により、通期の業績予想は以下のとおりであります。

連結売上高 ４４０億円

連結営業損失 △８億円

連結経常損失 △８億円

連結当期純損失 △１０億円

なお、上記の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いたものであり、需要動向の変化、国

際市況の変動など、多くの不確定要素を含んでおります。そのため、実際の業績は、様々な要因の変化により上

記業績予想とは異なることがあることをご承知おきください。 
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,427,948 1,339,731

預け金 3,374,381 4,939,855

受取手形及び売掛金 9,504,772 9,378,844

商品及び製品 5,278,038 4,050,261

仕掛品 196,008 241,135

原材料及び貯蔵品 14,798,141 10,494,941

繰延税金資産 726,614 1,610,333

その他 327,845 924,361

貸倒引当金 △80 △90

流動資産合計 35,633,670 32,979,374

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,053,130 3,034,431

機械装置及び運搬具（純額） 3,557,073 3,432,627

土地 962,214 962,214

リース資産（純額） 140,636 184,632

建設仮勘定 999,930 275,123

その他 164,107 198,541

有形固定資産合計 8,877,092 8,087,570

無形固定資産

のれん 289,784 220,767

その他 57,208 63,981

無形固定資産合計 346,992 284,748

投資その他の資産

投資有価証券 655,582 823,192

長期貸付金 46,779 38,617

繰延税金資産 36,240 39,772

前払年金費用 787,097 821,329

その他 329,044 335,244

貸倒引当金 △3,337 △3,337

投資その他の資産合計 1,851,405 2,054,817

固定資産合計 11,075,491 10,427,137

資産合計 46,709,162 43,406,511
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（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,851,053 8,351,550

短期借入金 7,700,000 5,700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 －

リース債務 68,982 113,787

未払法人税等 1,272,477 172,955

賞与引当金 23,998 －

災害損失引当金 26,857 －

その他 919,088 1,721,808

流動負債合計 18,862,457 16,060,102

固定負債

長期借入金 800,000 1,800,000

リース債務 71,654 70,845

繰延税金負債 214,224 84,689

退職給付引当金 76,285 78,125

その他 16,950 7,550

固定負債合計 1,179,113 2,041,209

負債合計 20,041,571 18,101,312

純資産の部

株主資本

資本金 3,630,000 3,630,000

資本剰余金 5,251,753 5,251,753

利益剰余金 17,542,747 16,189,722

自己株式 △22,356 △22,368

株主資本合計 26,402,144 25,049,107

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,361 172,771

為替換算調整勘定 △54,750 △41,495

その他の包括利益累計額合計 110,610 131,275

少数株主持分 154,836 124,816

純資産合計 26,667,591 25,305,199

負債純資産合計 46,709,162 43,406,511

-5-



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

売上高 39,747,764 35,226,117

売上原価 36,047,949 33,974,369

売上総利益 3,699,815 1,251,747

販売費及び一般管理費 1,969,983 2,069,348

営業利益又は営業損失（△） 1,729,831 △817,600

営業外収益

受取利息 9,185 12,705

受取配当金 15,311 20,084

為替差益 － 70,056

その他 40,357 54,633

営業外収益合計 64,855 157,480

営業外費用

支払利息 47,102 55,345

為替差損 74,288 －

減価償却費 15,794 48,977

債権売却損 18,870 15,285

その他 36,802 24,987

営業外費用合計 192,857 144,595

経常利益又は経常損失（△） 1,601,828 △804,716

特別利益

国庫補助金 － 48,164

その他 － 666

特別利益合計 － 48,831

特別損失

固定資産除却損 29,616 23,925

固定資産圧縮損 － 48,164

災害による損失 66,379 －

減損損失 － 560,842

工場閉鎖損失 － 66,953

その他 5,223 9,084

特別損失合計 101,219 708,970

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）

1,500,609 △1,464,855

法人税、住民税及び事業税 602,915 621,258

法人税等調整額 87,816 △1,019,323

法人税等合計 690,731 △398,064

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

809,877 △1,066,790

少数株主損失（△） △23,138 △29,486

四半期純利益又は四半期純損失（△） 833,015 △1,037,304
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

809,877 △1,066,790

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,264 7,409

為替換算調整勘定 △46,896 17,196

その他の包括利益合計 △51,160 24,606

四半期包括利益 758,717 △1,042,184

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 797,487 △1,016,639

少数株主に係る四半期包括利益 △38,770 △25,544
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日

至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）

1,500,609 △1,464,855

減価償却費 1,212,193 1,133,003

減損損失 － 560,842

工場閉鎖損失 － 66,953

のれん償却額 79,802 80,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 10

前払年金費用の増減額（△は増加） △40,848 △34,232

受取利息及び受取配当金 △24,497 △32,790

支払利息 47,102 55,345

投資有価証券評価損益（△は益） 5,223 －

会員権評価損 － 4,699

固定資産除却損 30,643 20,422

売上債権の増減額（△は増加） △2,073,274 125,927

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,977,951 5,485,851

未収入金の増減額（△は増加） △70,539 △63,965

未収消費税等の増減額（△は増加） 16,568 127,108

前払費用の増減額（△は増加） △198,688 △217,874

前渡金の増減額（△は増加） △70 －

仕入債務の増減額（△は減少） 1,571,272 500,497

前受金の増減額（△は減少） 25,241 138,409

未払費用の増減額（△は減少） 183,061 117,228

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,803 391,896

その他 △69,489 48,497

小計 △4,810,443 7,043,791

利息及び配当金の受取額 24,497 30,195

利息の支払額 △42,110 △52,772

法人税等の支払額 △105,955 △2,061,738

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,934,011 4,959,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 － △157,662

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,500,775 △909,204

長期貸付金の回収による収入 3,172 8,162

その他 △7,759 △24,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,505,362 △1,083,279

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） 6,000,000 △2,000,000

配当金の支払額 △318,087 △317,705

少数株主からの払込みによる収入 78,098 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △64,726 △57,958

その他 △16 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,695,267 △2,375,675

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,073 △23,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △756,180 1,477,257

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）

30,880 －

現金及び現金同等物の期首残高 6,519,760 4,802,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,794,460 6,279,586
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該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

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）セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,745千円は、セグメント間取引消去△7,707千円及び固定資

産における未実現損益3,962千円であります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12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）セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は、固定資産における未実現損益であります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「機能材料」セグメントにおいて、当社妙高工場が保有するマンガン系無機化学品用事業資産の収益性

の低下がみられるため減損損失を計上しています。

なお、当該減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間においては560,842千円であります。

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）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

その他 合計

調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額合金鉄事業

機能材料

事業

計

売上高

外部顧客への

売上高

18,168,567 21,264,451 39,433,018 314,746 39,747,764 － 39,747,764

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － 239,836 239,836 △239,836 －

計 18,168,567 21,264,451 39,433,018 554,582 39,987,601 △239,836 39,747,764

セグメント利益

又は損失（△）

（営業利益）

△254,099 1,937,662 1,683,563 50,013 1,733,576 △3,745 1,729,831

（単位：千円）

報告セグメント

その他 合計

調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額合金鉄事業

機能材料

事業

計

売上高

外部顧客へ

の売上高

16,517,057 18,297,978 34,815,036 411,081 35,226,117 － 35,226,117

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ － － 119,780 119,780 △119,780 －

計 16,517,057 18,297,978 34,815,036 530,861 35,345,897 △119,780 35,226,117

セグメント利

益又は損失

（△）

（営業利益）

△752,801 △109,775 △862,576 41,950 △820,626 3,026 △817,600

3,026

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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