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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 26,027 9.9 2,633 32.7 2,605 33.4 1,340 17.0
23年3月期第3四半期 23,682 8.2 1,984 145.5 1,952 146.8 1,144 168.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 977百万円 （△11.6％） 23年3月期第3四半期 1,106百万円 （―％）

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3月期第3四半期 27.00 ―

23年3月期第3四半期 23.06 ―

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3月期第3四半期 39,125 24,898 63.4 499.76
23年3月期 39,273 24,220 61.4 486.14

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  24,806百万円 23年3月期  24,132百万円

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3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 34,600 8.0 3,100 14.0 3,000 13.8 1,700 12.7 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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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3月期3Q 51,428,828 株 23年3月期 51,428,828 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,793,138 株 23年3月期 1,787,217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 49,638,401 株 23年3月期3Q 49,648,401 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におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による落ち込みから、回復の兆しが見

られたものの、急激な円高の進行や世界経済の減速、さらにタイの洪水被害の影響など、先行き不透明感が払拭し

きれない状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応した積極的な販売活動を行うとともに、収益改

善に努めてまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、酸化チタン関連製品の販

売が好調に推移したこと、販売量の増加に伴い工場稼働率が改善したこと等により、売上高は260億２千７百万円

（前年同期比9.9％増）、営業利益は26億３千３百万円（前年同期比32.7％増）、経常利益は26億５百万円（前年

同期比33.4％増）、四半期純利益は13億４千万円（前年同期比17.0％増）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153億３千６百万円（前年同期比17.0％

増）、その他事業の売上高は106億９千万円（前年同期比1.1％増）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総額は、391億２千５百万円（前連結会計年度末比１億４千７百万円減少）

となりました。増減の主なものは、流動資産では、受取手形及び売掛金が８億９千３百万円、たな卸資産が４億１

千８百万円それぞれ増加、現金及び預金が７億８千７百万円減少、固定資産では、有形固定資産が３億９千１百万

円、投資その他の資産が５億３千２百万円それぞれ減少したものであります。 

負債合計は、142億２千６百万円（前連結会計年度末比８億２千６百万円減少）となりました。増減の主なもの

は、固定負債では、長期借入金が７億３千９百万円減少したものであります。 

純資産合計は248億９千８百万円（前連結会計年度末比６億７千８百万円増加）となりました。増減の主なもの

は、四半期純利益による利益剰余金が10億４千２百万円増加、その他有価証券評価差額金が３億１千９百万円減少

したものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期業績は概ね計画通りに推移しており、平成23年10月28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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,438 4,650

受取手形及び売掛金 9,777 10,670

商品及び製品 4,565 4,939

仕掛品 572 542

原材料及び貯蔵品 1,931 2,006

その他 394 572

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 22,677 23,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,398 4,256

機械装置及び運搬具（純額） 4,788 4,135

その他（純額） 1,774 2,177

有形固定資産合計 10,961 10,569

無形固定資産 139 212

投資その他の資産   

投資有価証券 4,488 3,903

その他 1,028 1,081

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 5,493 4,961

固定資産合計 16,595 15,744

資産合計 39,273 39,125
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,906 3,644

短期借入金 2,023 2,082

未払法人税等 637 293

賞与引当金 324 201

その他 1,784 2,517

流動負債合計 8,677 8,739

固定負債   

長期借入金 3,610 2,871

退職給付引当金 2,613 2,512

その他の引当金 5 －

その他 145 103

固定負債合計 6,375 5,486

負債合計 15,052 14,226

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,767 6,767

利益剰余金 6,926 7,968

自己株式 △537 △539

株主資本合計 23,011 24,051

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,180 860

為替換算調整勘定 △58 △106

その他の包括利益累計額合計 1,121 754

少数株主持分 87 92

純資産合計 24,220 24,898

負債純資産合計 39,273 39,125
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 23,682 26,027

売上原価 18,348 19,899

売上総利益 5,334 6,128

販売費及び一般管理費 3,349 3,495

営業利益 1,984 2,633

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 94 106

その他 29 13

営業外収益合計 125 122

営業外費用   

支払利息 115 81

その他 41 68

営業外費用合計 157 150

経常利益 1,952 2,605

特別損失   

固定資産除却損 140 220

ゴルフ会員権評価損 － 6

投資有価証券評価損 6 5

その他 2 －

特別損失合計 150 232

税金等調整前四半期純利益 1,802 2,373

法人税、住民税及び事業税 506 718

法人税等調整額 135 301

法人税等合計 641 1,020

少数株主損益調整前四半期純利益 1,160 1,352

少数株主利益 15 12

四半期純利益 1,144 1,340
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,160 1,352

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51 △319

為替換算調整勘定 △1 △55

その他の包括利益合計 △53 △374

四半期包括利益 1,106 977

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,091 972

少数株主に係る四半期包括利益 15 4
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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22年４月１日 至平成22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 

                                        （単位：百万円) 

(注) １ セグメント利益の調整額32百万円は、セグメント間取引消去等であります。  

 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。   

  

  

Ⅱ 当第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） 

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 

                                        （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あります。  

 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。   

   

   

    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  
（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 13,108 10,573 23,682 － 23,682 

セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ 358 358 (358) － 

  計 13,108 10,932 24,041 (358) 23,682 

セグメント利益 774 1,177 1,951 32 1,984 

  

  

  

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 15,336 10,690 26,027 － 26,027 

セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ 420 420 (420) － 

  計 15,336 11,110 26,447 (420) 26,027 

セグメント利益 2,016 610 2,626 6 2,633 

（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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