
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 テイカ株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 4027 URL http://www.tayca.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清野 學

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 山崎 博史 TEL 06-6208-6404
四半期報告書提出予定日 平成25年2月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 26,120 0.4 2,221 △15.6 2,271 △12.8 1,384 3.3
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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,512百万円 （54.7％） 24年3月期第3四半期 977百万円 （△11.6％）

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 27.89 ―

24年3月期第3四半期 27.00 ―

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 39,874 26,979 67.4 541.69
24年3月期 40,970 25,765 62.7 517.32

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  26,885百万円 24年3月期  25,676百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 6.00 6.00

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  ：  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 36,000 4.4 2,900 △16.3 2,800 △18.0 1,600 △8.0 32.24



(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 

（注）詳細については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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 51,428,828 株 24年3月期 51,428,828 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,796,280 株 24年3月期 1,794,103 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 49,634,185 株 24年3月期3Q 49,638,401 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態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 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

テイカ株式会社(4027) 平成25年３月期 第３四半期決算短信

－ 1 －



（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、12月に発足した新政権への政策期待から円安の進展、株価

の回復など、明るい兆しも見えてまいりましたが、期を通しては、欧州債務危機に伴う世界経済の減速など、依然

として厳しい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に努めま

したが、チタン鉱石価格の高騰に伴う製造コストの上昇等があり、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261億２千万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は22億２千１百万円（前年同期比15.6％減）、経常

利益は22億７千１百万円（前年同期比12.8％減）、四半期純利益は13億８千４百万円（前年同期比3.3％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156億６千７百万円（前年同期比2.2％

増）、その他事業の売上高は104億５千２百万円（前年同期比2.2％減）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、398億７千４百万円（前連結会計年度末比10億９千６百万円減少）

となりました。増減の主なものは、たな卸資産が10億６千４百万円増加、現金及び預金が19億１千５百万円減少し

たものであります。 

  負債合計は、128億９千４百万円（前連結会計年度末比23億１千万円減少）となりました。増減の主なものは、

支払手形及び買掛金が12億８千４百万円減少したものであります。 

  純資産合計は、269億７千９百万円（前連結会計年度末比12億１千４百万円増加）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10億８千６百万円増加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24年５月11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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（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 

（減価償却方法の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。 

  これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 5,491 3,575

受取手形及び売掛金 11,157 10,793

商品及び製品 5,127 5,872

仕掛品 524 580

原材料及び貯蔵品 2,349 2,613

その他 573 563

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,221 23,997

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,170 4,098

機械装置及び運搬具（純額） 3,728 4,180

その他（純額） 2,181 1,948

有形固定資産合計 10,080 10,227

無形固定資産 195 151

投資その他の資産   

投資有価証券 4,624 4,797

その他 871 726

貸倒引当金 △23 △26

投資その他の資産合計 5,472 5,498

固定資産合計 15,748 15,877

資産合計 40,970 39,874
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（単位：百万円）

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 4,808 3,523

短期借入金 1,868 2,702

未払法人税等 764 22

賞与引当金 374 173

その他 2,142 2,314

流動負債合計 9,958 8,736

固定負債   

長期借入金 2,586 1,708

退職給付引当金 2,557 2,421

その他 102 28

固定負債合計 5,247 4,158

負債合計 15,205 12,894

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 8,367 9,454

自己株式 △539 △540

株主資本合計 24,450 25,536

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,333 1,440

為替換算調整勘定 △107 △92

その他の包括利益累計額合計 1,226 1,348

少数株主持分 88 94

純資産合計 25,765 26,979

負債純資産合計 40,970 39,874
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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 26,027 26,120

売上原価 19,899 20,354

売上総利益 6,128 5,766

販売費及び一般管理費 3,495 3,544

営業利益 2,633 2,221

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 106 104

その他 13 36

営業外収益合計 122 142

営業外費用   

支払利息 81 78

その他 68 14

営業外費用合計 150 92

経常利益 2,605 2,271

特別損失   

固定資産除却損 220 112

ゴルフ会員権評価損 6 －

投資有価証券評価損 5 －

特別損失合計 232 112

税金等調整前四半期純利益 2,373 2,159

法人税、住民税及び事業税 718 559

法人税等調整額 301 211

法人税等合計 1,020 770

少数株主損益調整前四半期純利益 1,352 1,388

少数株主利益 12 3

四半期純利益 1,340 1,384
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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 1,352 1,388

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △319 106

為替換算調整勘定 △55 18

その他の包括利益合計 △374 124

四半期包括利益 977 1,512

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 972 1,506

少数株主に係る四半期包括利益 4 6
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  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23年４月１日 至平成23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。 

  

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 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 

  

  

  

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 

（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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