
   

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 平成22年５月12日公表の業績予想は、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において修

正しておりますのでご参照ください。 

  

      

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

        平成22年７月30日

上場会社名 株式会社田中化学研究所 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 4080      ＵＲＬ  http://tanaka-chem.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役 社長執行役員 （氏名）田中  保 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役執行役員 （氏名）茂苅  雅宏 （ＴＥＬ）  0776（85）1801 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月６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  

  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  5,334  58.6  257  －  245  －  219  －

22年３月期第１四半期  3,364  △52.1  △53  －  △65  －  △48  －

  
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 

23年３月期第１四半期  17  36  17  35

22年３月期第１四半期  △3  94 －

  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 

23年３月期第１四半期  15,912  7,031  44.2  555  89

22年３月期  14,594  6,906  47.3  545  96

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,031百万円 22年３月期 6,906百万円 

  
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 

22年３月期  －        0 00 －      8 00  8  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      8 00  8  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  10,000  31.5  310  55.8  280  51.1  200  39.7  15  81

通期  20,000  24.1  560  25.0  490  18.6  420  25.4  33  20

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有  



４．その他（詳細は、【添付資料】３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定及び確信に基づくものであり、今後の

経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 12,650,800株 22年３月期 12,650,800株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 895株 22年３月期 895株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 12,649,905株 22年３月期１Ｑ 12,383,993株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当四半期のわが国経済は、新興国などの経済成長を背景に輸出の回復や企業の設備投資に持ち直しの傾向が出て

くるなど改善が見られるものの、デフレ状況が継続し雇用や所得の環境は依然として厳しく、不安定な状況で推移

しております。 

こうした状況の中、当社を取り巻く二次電池（リチウムイオン電池、ニッケル水素電池など）市場は、電池の種

別により増減はあるものの、全般的には拡大基調で推移しており、当四半期における当社の二次電池向け正極材料

の販売数量は、前年同期比で23.3%増加いたしました。 

ニッケル水素電池向け正極材料の販売数量では、乾電池型の市販用ニッケル水素電池向けを中心に民生向け分野

で受注増が見られたものの、環境対応車向け同材料の販売先における生産調整の影響を受けたことから前年同期比

で2.3%減少しました。リチウムイオン電池向け正極材料の販売数量は、ノートパソコンや携帯電話、デジタルカメ

ラ向けなど小型用の需要が安定した拡大傾向を継続しており、当社の戦略製品である三元系（ニッケル・コバル

ト・マンガン複合酸化物）の販売数量は、前年同期比で44.9%と大きく増加いたしました。 

また、当社の主要原材料であるニッケル・コバルトの国際相場は、前事業年度第４四半期より当第１四半期期初

にかけて堅調に推移し、売上高の増加に寄与しました。 

以上の結果、売上高5,334百万円（前年同四半期比58.6%増）、営業利益257百万円（前年同四半期は営業損失53

百万円）、経常利益245百万円（前年同四半期は経常損失65百万円）、四半期純利益は219百万円（前年同四半期は

四半期純損失48百万円）となりました。 

二次電池市場では、環境対応車に搭載されるリチウムイオン電池の需要が将来大きく増加すると予想されてお

り、同電池の正極材料の開発競争も激化しております。当社は固有のコア技術を基盤とした研究開発型企業として

この分野にも精力的に取り組んでおり、将来に向けた先行投資を積極的に行っております。 

（ご参考） 

（ニッケル国際相場：円換算）                            （単位：円／ｋｇ） 

（コバルト国際相場：円換算）                            （単位：円／ｋｇ）

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末比1,318百万円増加し、15,912百万円となりました。そ

の主な要因は現金及び預金の増加934百万円、売上債権の増加289百万円があったためであります。  

負債は、前事業年度末比1,193百万円増加の8,880百万円となりました。その主な要因は仕入債務が1,242百万円

増加したことによるものであります。 

また、純資産は前事業年度末比125百万円増加の7,031百万円となり、自己資本比率は44.2％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して

934百万円増加し、当第１四半期会計期間末における資金は、2,505百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,812百万円の増加（前年同四半期は1,379百万円の増加）となりま

した。これは主に税引前四半期純利益192百万円、減価償却費446百万円、運転資金の減少による資金の増加908百

万円があったためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、382百万円の減少（前年同四半期は378百万円の減少）となりまし

た。これは主に設備投資を中心とする有形固定資産の取得による支出が379百万円あったためであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、489百万円の減少（前年同四半期は869百万円の減少）となりまし

た。これは主に短期借入金の増加100百万円に対し、長期借入金の期日弁済508百万円があったためであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 23年３月期  2,093  －  －  －

 22年３月期  1,269  1,676  1,590  1,830

 21年３月期  2,706  2,060  1,059  989

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 23年３月期  4,447  －  －  －

 22年３月期  3,326  3,947  3,956  4,411

 21年３月期  11,101  8,433  4,901  3,178
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（３）業績予想に関する定性的情報 

本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成22年５月12日に公表いたしまし

た平成23年３月期の業績予想を修正いたしましたのでご参照ください。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税引前四半期純利益は22百万円減少しておりま

す。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,505,395 1,571,081

受取手形及び売掛金 3,046,416 2,757,023

商品及び製品 679,539 786,876

仕掛品 904,516 815,274

原材料及び貯蔵品 309,080 246,335

その他 121,654 223,385

流動資産合計 7,566,603 6,399,975

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 4,828,553 5,193,381

その他（純額） 3,094,613 2,583,139

有形固定資産合計 7,923,167 7,776,521

無形固定資産 59,575 60,461

投資その他の資産   

その他 363,692 357,495

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 363,241 357,044

固定資産合計 8,345,985 8,194,027

資産合計 15,912,588 14,594,002

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,179,267 2,937,047

短期借入金 700,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 733,200 1,133,200

未払法人税等 4,649 16,249

引当金 42,992 93,703

その他 1,243,428 881,491

流動負債合計 6,903,536 5,661,690

固定負債   

長期借入金 1,633,600 1,741,900

引当金 135,818 122,224

その他 207,738 161,855

固定負債合計 1,977,157 2,025,979

負債合計 8,880,693 7,687,669
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,086,246 2,086,246

資本剰余金 2,703,889 2,703,889

利益剰余金 2,162,237 2,043,836

自己株式 △1,928 △1,928

株主資本合計 6,950,444 6,832,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,449 74,289

評価・換算差額等合計 81,449 74,289

純資産合計 7,031,894 6,906,332

負債純資産合計 15,912,588 14,594,002
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,364,546 5,334,507

売上原価 3,122,060 4,685,358

売上総利益 242,485 649,148

販売費及び一般管理費 296,278 391,251

営業利益又は営業損失（△） △53,792 257,897

営業外収益   

為替差益 － 2,304

還付加算金 6,092 －

その他 4,061 5,561

営業外収益合計 10,154 7,866

営業外費用   

支払利息 16,697 14,151

コミットメントフィー 5,430 5,919

その他 123 85

営業外費用合計 22,251 20,156

経常利益又は経常損失（△） △65,889 245,606

特別損失   

固定資産除却損 5,624 30,008

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,259

その他 － 883

特別損失合計 5,624 53,151

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △71,513 192,455

法人税、住民税及び事業税 2,592 1,356

法人税等調整額 △25,304 △28,501

法人税等合計 △22,711 △27,144

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,801 219,600
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△71,513 192,455

減価償却費 403,220 446,188

引当金の増減額（△は減少） △45,826 △37,116

固定資産除却損 5,624 30,008

売上債権の増減額（△は増加） 94,092 △289,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,658 △44,651

仕入債務の増減額（△は減少） 520,570 1,242,220

未収消費税等の増減額（△は増加） 271,865 133,354

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,259

その他 139,853 129,628

小計 1,401,543 1,824,953

利息及び配当金の受取額 1,314 1,250

利息の支払額 △20,477 △8,193

法人税等の支払額 △3,184 △5,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,379,195 1,812,301

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △368,077 △379,045

その他 △10,492 △3,582

投資活動によるキャッシュ・フロー △378,569 △382,627

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） △1,900,000 100,000

長期借入れによる収入 1,100,000 －

長期借入金の返済による支出 △29,998 △508,300

配当金の支払額 △39,462 △81,512

その他 △41 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △869,501 △489,812

現金及び現金同等物に係る換算差額 △830 △5,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,293 934,314

現金及び現金同等物の期首残高 1,602,913 1,571,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,733,207 2,505,395
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 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）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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