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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 26,794 2.6 1,878 △15.5 1,943 △14.5 1,230 △11.1
25年3月期第3四半期 26,120 0.4 2,221 △15.6 2,271 △12.8 1,384 3.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,555百万円 （68.9％） 25年3月期第3四半期 1,512百万円 （54.7％）

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

26年3月期第3四半期 24.80 ―
25年3月期第3四半期 27.89 ―

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

26年3月期第3四半期 44,321 30,083 67.6 603.33
25年3月期 41,173 27,826 67.3 558.51
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 29,940百万円 25年3月期 27,718百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 6.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 無

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 37,000 6.4 2,800 0.4 2,800 △0.6 1,700 △1.3 34.25



(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
本資料に掲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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 51,428,828 株 25年3月期 51,428,828 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,803,137 株 25年3月期 1,798,659 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 49,628,122 株 25年3月期3Q 49,634,185 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策の効果により円安と株

高が進行し、輸出関連企業を中心に収益の改善や個人消費の持ち直しなどが見られるものの、欧州景気の停滞や中

国など新興国経済の減速など、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは事業環境や顧客ニーズの変化に対応した積極的な販売活動の展開や事業全

般にわたる効率化、合理化に努めましたが、主にチタン鉱石や燃料等に係わる製造原価の上昇があり、当第３四半

期連結累計期間の業績につきましては、売上高は267億９千４百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益は18億７千

８百万円（前年同期比15.5％減）、経常利益は19億４千３百万円（前年同期比14.5％減）、四半期純利益は12億

３千万円（前年同期比11.1％減）となりました。

セグメント別の業績につきましては、酸化チタン関連事業の売上高は152億２千万円（前年同期比2.9％減）、そ

の他事業の売上高は115億７千３百万円（前年同期比10.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産総額は、443億２千１百万円（前連結会計年度末比31億４千８百万円増加）

となりました。増減の主なものは、現金及び預金が20億５千万円、投資有価証券が19億２千８百万円それぞれ増加

したものであります。

負債合計は、142億３千８百万円（前連結会計年度末比８億９千１百万円増加）となりました。増減の主なもの

は、支払手形及び買掛金が９億７千５百万円増加したものであります。

純資産合計は、300億８千３百万円（前連結会計年度末比22億５千６百万円増加）となりました。増減の主なも

のは、利益剰余金が９億３千２百万円、その他有価証券評価差額金が12億２千１百万円それぞれ増加したものであ

ります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期業績は概ね計画通りに推移しており、平成25年５月10日に公表いたしました通期の連結業績予想か

ら変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,308 5,358

受取手形及び売掛金 10,719 10,814

商品及び製品 5,912 5,437

仕掛品 552 386

原材料及び貯蔵品 3,849 3,742

その他 713 559

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 25,055 26,298

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,045 3,952

機械装置及び運搬具（純額） 4,029 4,224

その他（純額） 1,858 1,778

有形固定資産合計 9,932 9,955

無形固定資産 135 94

投資その他の資産

投資有価証券 5,443 7,372

その他 631 627

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 6,049 7,973

固定資産合計 16,117 18,023

資産合計 41,173 44,321
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,477 4,452

短期借入金 2,114 2,873

未払法人税等 339 42

賞与引当金 324 168

その他 2,002 2,337

流動負債合計 8,257 9,873

固定負債

長期借入金 2,390 1,096

退職給付引当金 2,487 2,357

環境対策引当金 99 77

その他 110 832

固定負債合計 5,088 4,364

負債合計 13,346 14,238

純資産の部

株主資本

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,766 6,766

利益剰余金 9,792 10,725

自己株式 △540 △542

株主資本合計 25,874 26,806

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,868 3,090

為替換算調整勘定 △24 44

その他の包括利益累計額合計 1,844 3,134

少数株主持分 107 143

純資産合計 27,826 30,083

負債純資産合計 41,173 44,321
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 26,120 26,794

売上原価 20,354 21,429

売上総利益 5,766 5,364

販売費及び一般管理費 3,544 3,486

営業利益 2,221 1,878

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 104 120

その他 36 19

営業外収益合計 142 142

営業外費用

支払利息 78 59

その他 14 17

営業外費用合計 92 76

経常利益 2,271 1,943

特別損失

固定資産除却損 112 99

特別損失合計 112 99

税金等調整前四半期純利益 2,159 1,844

法人税、住民税及び事業税 559 442

法人税等調整額 211 147

法人税等合計 770 589

少数株主損益調整前四半期純利益 1,388 1,254

少数株主利益 3 23

四半期純利益 1,384 1,230
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,388 1,254

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 106 1,221

為替換算調整勘定 18 79

その他の包括利益合計 124 1,301

四半期包括利益 1,512 2,555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,506 2,520

少数株主に係る四半期包括利益 6 35
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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

前第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）

（単位：百万円)

（注）１．セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日）

（単位：百万円)

（注）１．セグメント利益の調整額2百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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

該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

酸化チタン
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 15,667 10,452 26,120 － 26,120

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 509 509 (509) －

計 15,667 10,962 26,630 (509) 26,120

セグメント利益 1,750 477 2,228 (6) 2,221

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

酸化チタン
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 15,220 11,573 26,794 － 26,794

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 431 431 (431) －

計 15,220 12,005 27,225 (431) 26,794

セグメント利益 1,108 766 1,875 2 1,878
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