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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期  37,230  6.8  2,530  △7.7  1,852  8.8  616  △50.5

23年３月期  34,847  7.8  2,741  －  1,702  －  1,245  29.2

（注）包括利益 24年３月期 620百万円 （ ％）△27.7   23年３月期 857百万円 （ ％）△37.9

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

24年３月期  13.70  －  2.8  3.1  6.8

23年３月期  27.66  27.50  5.7  3.0  7.9

（参考）持分法投資損益 24年３月期 △421百万円   23年３月期 △417百万円 

  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  63,326  23,106  35.6  501.04

23年３月期  56,136  22,696  39.5  492.15

（参考）自己資本 24年３月期 22,556百万円   23年３月期 22,161百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

24年３月期  4,832  △9,352  4,534  4,752

23年３月期  4,018  △3,834  △1,953  4,772

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期 －  2.00 － 2.00 4.00  180 14.5 0.8

24年３月期 －  2.00 － 2.00 4.00  180 29.2 0.8

25年３月期（予想） －  3.00 － 3.00 6.00   12.9  

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、通期は対前期、四半期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）  21,000  4.5  1,300  △26.4  1,000  △11.2  1,500  327.9  33.32

通期  44,000  18.2  2,700  6.7  2,000  8.0  2,100  240.5  46.64



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

 
  
（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

   
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）期中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   

－ － － －

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                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

(注) 詳細は、19ページ「(7）会計方針の変更」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 48,391,922株 23年３月期 48,391,922株

②  期末自己株式数 24年３月期 3,372,358株 23年３月期 3,362,421株

③  期中平均株式数 24年３月期 45,023,830株 23年３月期 45,038,178株

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期  28,922  7.6  771  △56.0  714  △50.8  △972  －

23年３月期  26,889  15.9  1,753  －  1,451  －  812  126.4

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 

24年３月期  △21.60  －

23年３月期  18.04  17.94

  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 

24年３月期  59,752  23,356  39.1  518.81

23年３月期  53,437  24,539  45.9  544.71

（参考）自己資本 24年３月期 23,356百万円   23年３月期 24,527百万円

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取

引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

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き判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項

については、２ページ「1．経営成績(1) 経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度における日本経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞から脱却し、企業の生産活動が持

ち直してきた一方、ギリシャの財政危機に端を発した金融市場の混乱、欧州や米国の景気の減速懸念、円高の進行、

タイの洪水被害等もあり、予断を許さない状況で推移いたしました。 

 こうした状況のもと、当社グループにおいては、第3四半期後半から顧客の在庫調整の影響で需要が大きく減速し

ましたが、当期末にかけては回復傾向となっております。また、リーマンショック後の業績悪化で抑制していた雇用

条件の改善を行い、新規需要の開拓と将来を見据えた新規事業の育成のための設備投資及び関連会社設立等を積極的

に実施いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高37,230百万円（前期比6.8％増）、営業利益2,530百万円（同7.7％

減）、経常利益1,852百万円（同8.8％増）、当期純利益616百万円（同50.5％減）となりました。  

 なお、連結決算には影響ありませんが、個別決算において関係会社株式評価損1,019百万円を計上しております。

関係会社TODA ISU CORPORATIONに対するもので、同社は事業構造の改革を進めております。 

  

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

(機能性顔料) 

電子印刷材料の需要は底堅く推移しているものの、着色材料の一部で価格競争が激化し販売が減少したため、売上

高12,861百万円（前期比8.4％減）、セグメント利益3,325百万円（前期比17.1％減）となりました。 

(電子素材) 

自動車向けのリチウムイオン電池正極材料及びモバイル端末機器向けの電子部品材料の需要が増加したこと等によ

り、売上高17,373百万円（前期比15.8％増）、セグメント利益604百万円（前期比18.4％増）となりました。 

(エンジニアリング) 

民間設備投資の需要が回復してきたため、売上高7,135百万円（前期比22.6％増）、セグメント利益323百万円（前

期は営業損失191百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

中国やインド等の新興国の経済成長という牽引要因があるものの、円相場や原燃料価格の高止まり、デフレの影響

や雇用情勢の悪化、電力供給の制約の影響等、当社グループの事業環境は不透明が強まってきております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、コスト削減や新規需要開拓に継続的に取り組むことで収益体質

を強化するとともに、積極的な投資を実施しており、リチウムイオン電池正極材料やNFCスマートマネー用フェライ

トシート等の事業を確実なものとすべく取組みを強化してまいります。 

以上をふまえて平成25年3月期通期業績は、売上高44,000百万円、営業利益2,700百万円、経常利益2,000百万円、当

期純利益2,100百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(資産） 

 当連結会計年度末における資産は63,326百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,189百万円増加いたしました。

これは主に、建設仮勘定の増加5,591百万円、関係会社株式の増加2,292百万円等によりますが、リチウムイオン電池

正極材料やNFCスマートマネー用フェライトシート関連が中心であります。 

(負債） 

 当連結会計年度末における負債は40,219百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,779百万円増加いたしました。

これは主に借入金の増加5,099百万円、長期前受金の増加3,000百万円等によります。 

(純資産） 

 当連結会計年度末における純資産は23,106百万円となり、前連結会計年度末に比べ410百万円増加いたしました。

これは主に利益剰余金の増加436百万円等によります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は4,752百万円となり、前連結会計年度末

より19百万円減少いたしました。 

１．経営成績

戸田工業㈱（4100）平成24年３月期　決算短信

- 2 -



 当連結会計年度における各キャシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは4,832百万円（前期は4,018百万円）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益1,590百万円、減価償却費2,525百万円及び長期前受金の増加3,000百万円等による資金の増加が、売上

債権の増加869百万円及び仕入債務の減少1,609百万円等による資金の減少を上回った結果によります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは△9,352百万円（前期は△3,834百万円）となりました。これは主に、有形固

定資産取得による支出7,579百万円及び関係会社株式の取得による支出2,310百万円等によります。 

(財務活動によるキャシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは4,534百万円（前期は△1,953百万円）となりました。これは主に、借入金の

増加5,099百万円（換算差額除く）等によります。 

  

 なお、当社グループのキャッシュ・フローに係る指標の推移及び予想は下記のとおりであります。 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１． 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３． 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお 

   ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象 

   としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま 

   す。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社の利益配分に関する基本方針は、株主に対する安定的な配当を継続することを も重視しておりますが、経営

成績、内部留保の充実、配当性向等も併せて勘案し、総合的に判断して決定することとしております。 

 当期の剰余金の配当につきましては、すでに２円の中間配当を実施しておりますが、当期の業績及び内部留保の状

況を踏まえ、期末配当は２円を予定しております。 

 次期の配当は継続的な安定配当の考えに沿いつつ、業績も向上することを予想しておりますので、中間、期末とも

に３円の年間では一株当たり６円を予定しております。  

  平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

平成23年 

3月期 

平成24年 

3月期 

自己資本比率（％） 47.7 36.4 38.6 39.5 35.6

時価ベースの自己資本比率（％） 36.8 30.1 59.9 63.8 45.5

債務償還年数（年） 3.8 － － 5.3 6.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.4 － － 12.4 16.6
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（戸田工業株式会社）、子会社22社及び関連会社16社により構成さ

れており、機能性顔料、電子素材の製造・販売及び環境エンジニアリングの事業を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

    

  (1）機能性顔料 

 機能性顔料の製造は、当社及び戸田ピグメント㈱が中心となって行っております。その販売につきましては、当

社及び戸田工業ヨーロッパGmbHが主体となっております。 

 東京色材工業㈱は主にインキ、合成樹脂用の着色顔料の製造・販売を行っております。 

 中国における事業活動として、徳清華源顔料有限公司は、着色顔料の材料を製造・販売し、かつ戸田ピグメント

㈱及び徳清戸田三峰顔料有限公司に原料としても供給しております。徳清戸田三峰顔料有限公司も着色顔料用の材

料を製造・販売し、戸田ピグメント㈱に原料供給もしております。 

 また、顔料事業の製造・販売の強化等を図るため、戸田聯合実業有限公司への出資を行っております。  

  

(2）電子素材 

 当社及び戸田マテリアル㈱は、リチウムイオン電池正極材料の製造を行っており、その販売は、当社が行ってお

ります。戸田アドバンストマテリアルズINC.はリチウムイオン及びニッケル水素電池材料の製造を行っており、主

に当社・戸田アメリカINC.及び戸田工業ヨーロッパGmbHに原料・製品を供給しております。戸田アメリカINC.は、

リチウムイオン電池正極材料の製造・販売を行っております。 

 また、当社は電子機器の素材としてのフェライト材料・フェライトコンパウンド等の製造・販売を行っており、

戸田塑磁材料(浙江)有限公司は、フェライトコンパウンド等の製造・販売を、浙江東磁戸田磁業有限公司及び戸田

フェライトコリア CO.,LTD.は、フェライト材料の製造・販売を行っております。TODA ISU CORPORATIONはソフト

フェライトコア等の電子部品を製造・販売を、戸田麦格昆磁磁性材料(天津)有限公司は希土類コンパウンド等の製

造・販売を行っております。 

 また、電池事業の強化のため、中国では湖南杉杉戸田新材料有限公司に出資を、韓国ではSTM CO.,LTD.の新規設

立を行っております。さらに技術革新に対応すべく㈱T&Tイノベーションズ、M&Tオリビン㈱、㈱セントラル・バッ

テリー・マテリアルズ等を新規設立しております。  

   

(3）エンジニアリング 

 富士化水工業㈱及び同社の関連会社が排水・排ガス・廃棄物処理等の環境エンジニアリング事業を行っておりま

す。当社は関連事業として土壌・地下水汚染浄化剤、水処理用吸着剤、ガス処理用触媒の生産・販売・改質処理等

を行っております。  

２．企業集団の状況
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 事業の系統図は、次のとおりであります。 
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平成21年３月期決算短信（平成21年５月14日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開示を省略

します。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

  

（当社ホームページ） 

http://www.todakogyo.co.jp/docs/ir/j/index.html 

  

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,994 5,154

受取手形及び売掛金 7,428 8,634

完成工事未収入金 1,410 1,053

商品及び製品 3,268 2,940

仕掛品 1,955 1,943

未成工事支出金 235 154

原材料及び貯蔵品 1,880 2,490

繰延税金資産 125 104

その他 1,807 2,298

貸倒引当金 △45 △49

流動資産合計 23,062 24,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※4  6,072 ※4  5,619

機械装置及び運搬具（純額） ※4  8,410 ※4  7,315

土地 6,525 6,520

リース資産（純額） 304 248

建設仮勘定 3,761 9,353

その他（純額） ※4  285 ※4  286

有形固定資産合計 ※1  25,359 ※1  29,343

無形固定資産   

のれん ※2  161 ※2  134

リース資産 57 42

その他 282 271

無形固定資産合計 502 447

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  2,558 ※3  4,849

長期貸付金 1,171 985

繰延税金資産 1,839 1,391

その他 ※3  1,774 ※3  1,684

貸倒引当金 △133 △100

投資その他の資産合計 7,211 8,811

固定資産合計 33,073 38,602

資産合計 56,136 63,326
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,374 3,943

短期借入金 9,805 12,955

1年内返済予定の長期借入金 ※6  3,422 ※6  6,071

リース債務 65 67

未払法人税等 200 421

賞与引当金 293 275

完成工事補償引当金 51 62

工事未払金 1,001 691

その他 2,353 2,585

流動負債合計 22,567 27,073

固定負債   

長期借入金 ※6  8,049 ※6  7,350

リース債務 331 260

退職給付引当金 2,211 2,234

役員退職慰労引当金 197 225

環境対策引当金 62 62

その他 20 3,012

固定負債合計 10,873 13,145

負債合計 33,440 40,219

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金 15,553 15,553

利益剰余金 3,425 3,862

自己株式 △1,523 △1,530

株主資本合計 23,017 23,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △197 △218

為替換算調整勘定 △658 △672

その他の包括利益累計額合計 △856 △890

新株予約権 12 －

少数株主持分 523 550

純資産合計 22,696 23,106

負債純資産合計 56,136 63,326

戸田工業㈱（4100）平成24年３月期　決算短信

- 8 -



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

商品及び製品売上高 30,237 31,894

完成工事高 4,610 5,336

売上高合計 34,847 37,230

売上原価   

売上原価 ※7  23,543 ※7  25,900

完成工事原価 4,046 4,253

売上原価合計 27,590 30,154

売上総利益 7,257 7,076

販売費及び一般管理費   

販売運賃 706 628

従業員給料手当 1,020 1,100

賞与引当金繰入額 80 63

退職給付費用 64 88

減価償却費 232 209

研究開発費 ※1  354 ※1  386

その他 2,057 2,069

販売費及び一般管理費合計 4,516 4,545

営業利益 2,741 2,530

営業外収益   

受取利息 59 74

受取配当金 77 18

受取賃貸料 15 16

雑収入 ※2  192 ※2  224

営業外収益合計 344 333

営業外費用   

支払利息 324 296

持分法による投資損失 417 421

為替差損 457 186

雑損失 184 107

営業外費用合計 1,384 1,011

経常利益 1,702 1,852

特別利益   

固定資産処分益 ※3  95 ※3  0

投資有価証券売却益 3 －

完成工事補償引当金戻入額 14 －

退職給付引当金戻入額 31 －

特別利益合計 145 0
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 ※4  119 ※4  224

投資有価証券売却損 7 0

投資有価証券評価損 ※5  46 －

関係会社株式評価損 12 －

環境対策引当金繰入額 62 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3 －

貸倒引当金繰入額 12 －

減損損失 － ※6  35

その他 ※8  20 ※8  2

特別損失合計 283 262

税金等調整前当期純利益 1,564 1,590

法人税、住民税及び事業税 281 480

法人税等調整額 27 455

法人税等合計 309 935

少数株主損益調整前当期純利益 1,254 654

少数株主利益 9 37

当期純利益 1,245 616
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,254 654

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △90 △20

為替換算調整勘定 △98 △17

持分法適用会社に対する持分相当額 △208 3

その他の包括利益合計 △397 △34

包括利益 857 620

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 866 582

少数株主に係る包括利益 △9 37
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,562 5,562

当期末残高 5,562 5,562

資本剰余金   

当期首残高 15,553 15,553

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 15,553 15,553

利益剰余金   

当期首残高 2,364 3,425

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △180

当期純利益 1,245 616

当期変動額合計 1,061 436

当期末残高 3,425 3,862

自己株式   

当期首残高 △1,511 △1,523

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △12 △7

当期末残高 △1,523 △1,530

株主資本合計   

当期首残高 21,968 23,017

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △180

当期純利益 1,245 616

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 1,049 429

当期末残高 23,017 23,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △107 △197

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △20

当期変動額合計 △90 △20

当期末残高 △197 △218

為替換算調整勘定   

当期首残高 △369 △658
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △288 △13

当期変動額合計 △288 △13

当期末残高 △658 △672

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △477 △856

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △378 △34

当期変動額合計 △378 △34

当期末残高 △856 △890

新株予約権   

当期首残高 － 12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △12

当期変動額合計 12 △12

当期末残高 12 －

少数株主持分   

当期首残高 383 523

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 27

当期変動額合計 139 27

当期末残高 523 550

純資産合計   

当期首残高 21,874 22,696

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △180

当期純利益 1,245 616

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △227 △19

当期変動額合計 821 410

当期末残高 22,696 23,106
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,564 1,590

減価償却費 2,445 2,525

減損損失 － 35

のれん償却額 27 27

各種引当金の増減額 △244 15

受取利息及び受取配当金 △136 △93

支払利息 324 296

投資有価証券売却損益（△は益） 4 0

投資有価証券評価損益（△は益） 46 －

関係会社株式評価損 12 －

為替差損益（△は益） 219 180

持分法による投資損益（△は益） 417 421

有形固定資産除却損 119 224

有形固定資産処分損益（△は益） △95 △0

売上債権の増減額（△は増加） 416 △869

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,607 △253

仕入債務の増減額（△は減少） 201 △1,609

未払又は未収消費税等の増減額 △197 △283

その他 725 2,852

小計 4,241 5,061

法人税等の支払額 △222 △228

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,018 4,832

投資活動によるキャッシュ・フロー   

利息及び配当金の受取額 250 112

有価証券の売却による収入 5 －

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 26 0

関係会社株式の取得による支出 △980 △2,310

関係会社株式の売却による収入 － 1,057

有形固定資産の取得による支出 △2,422 △7,579

有形固定資産の売却による収入 700 6

無形固定資産の取得による支出 △97 △44

貸付けによる支出 △1,259 △594

貸付金の回収による収入 454 174

その他 △506 △168

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,834 △9,352
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） △100 3,150

長期借入れによる収入 900 5,200

長期借入金の返済による支出 △2,330 △3,250

利息の支払額 △324 △290

配当金の支払額 △180 △180

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △12 △7

少数株主からの払込みによる収入 150 －

その他 △57 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,953 4,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,811 △19

現金及び現金同等物の期首残高 6,583 ※1  4,772

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,772 ※1  4,752
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 該当事項はありません。  

   

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 18社 

主要な連結子会社の名称 

戸田工業ヨーロッパGmbH 

戸田ピグメント㈱ 

戸田マテリアル㈱ 

轡㈲ 

戸田塑磁材料（浙江）有限公司 

徳清戸田三峰顔料有限公司 

富士化水工業㈱ 

戸田フェライトコリア CO.,LTD. 

東京色材工業㈱ 

戸田麦格昆磁磁性材料（天津）有限公司 

(2）主要な非連結子会社名 

戸田聯合実業（浙江）有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社の合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した非連結子会社数 該当会社はありません。 

(2）持分法を適用した関連会社数 12社 

主要な持分法を適用した関連会社の名称 

徳清華源顔料有限公司 

浙江東磁戸田磁業有限公司 

湖南杉杉戸田新材料有限公司  

TODA ISU CORPORATION 

戸田アメリカINC. 

戸田アドバンストマテリアルズINC. 

㈱T＆Tイノベーションズ  

STM CO.,LTD. 

M＆Tオリビン㈱  

㈱セントラル・バッテリー・マテリアルズ  

上記のうち、湖南杉杉戸田新材料有限公司、㈱T&Tイノベーションズ、STM CO.,LTD.、M＆Tオリビン㈱、㈱セン

トラル・バッテリー・マテリアルズの5社については、当連結会計年度から、新規設立等により持分法の適用の範

囲に含めております。 

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称 

戸田聯合実業（浙江）有限公司 
エム・ティ・カーボン㈱ 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。 

(4）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 

 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度等に係る財務

諸表を使用しております。 
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当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、国内子会社の富士化水工業㈱他1社及び在外子会社の戸田塑磁材料（浙江）有限公司他9社の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 当連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

但し、未成工事支出金は、個別法による原価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定額法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、償却年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、在外の子会社は貸倒見積額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 完成工事補償引当金 

 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、発生見込額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当連

結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として５年）

による按分額を発生年度から費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（主として５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 
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当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び主要な連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

⑥ 環境対策引当金 

保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、合理的に見積もることが出来る費用について、今後発

生が見込まれる金額を計上しております。 

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

 完成工事高の計上基準 

 当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の

進捗率の見積りは原価比例法)をその他の工事については工事完成基準を適用しております。 

(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めておりま

す。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。また、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ 借入金の利息 

③ ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約については、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が一致し、かつヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することが出来るため、ヘッジ有

効性の評価を省略しております。 

 また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので決算日における有効性の評価を省略して

おります。 

(7）のれんの償却方法及び償却期間 

のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんについては、原則として５年間で均等償却しておりま

す。 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  

手許現金、要求払預金及び取得日から３カ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。  

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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(7)会計方針の変更

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１

株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

(8)表示方法の変更

 該当事項はありません。  

(9）追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第 

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引 

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使

用する法定実効税率は従来の40.44％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始す 

る連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.76％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降 

に解消が見込まれる一時差異等については35.38％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は161百万円減少し、法人税等調

整額は150百万円増加しております。  

  

（退職給付引当金） 

当社は、従来より適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平成23年7月1日より確定給付企業年

金制度及び退職一時金制度に移行しております。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号) を適用しております。 

この移行に伴い、負の過去勤務債務が233百万円発生し、期間５年による定額法により償却しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が35百万円増加しております。  
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(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  百万円43,549   百万円44,062

※２ のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

※２ のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 百万円237

負ののれん 百万円75

差引 百万円161

のれん 百万円172

負ののれん 百万円38

差引 百万円134

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 百万円1,431

投資その他の資産の「その他」 

（出資金） 
百万円327

投資有価証券（株式） 百万円3,724

投資その他の資産の「その他」 

（出資金） 
百万円751

※４ 圧縮記帳 

 取得価額から控除されている国庫補助金の圧縮記帳

額は次のとおりであります。 

※４ 圧縮記帳 

 取得価額から控除されている国庫補助金の圧縮記帳

額は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具 百万円7

その他 百万円68

建物及び構築物 百万円0

機械装置及び運搬具 百万円7

その他 百万円52

５ 偶発債務 

 重要な訴訟事件 

 連結子会社の富士化水工業㈱は、現地の工事発注

元の会社とともに、中国で平成13年12月に海水脱硫

装置の特許侵害に関して現地の別の会社より訴訟を

提起されました。平成20年５月富士化水工業㈱は、

中国福建省高級人民法院において損害賠償金 百万

中国元の支払を命じる第一審判決を受けました。 

 富士化水工業㈱及び現地の工事発注元の会社とし

ては、第一審判決を不服として控訴すると同時に、

対象となる特許に特許性が認められないので、特許

無効審判請求を行っておりました。 

その後、平成21年12月に富士化水工業㈱の代理人

弁護士のもとに届いた通知により、中華人民共和国

高人民法院において、富士化水工業㈱及び現地の

工事発注元の会社に対し、両者が共同して 百万中

国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとする内容の

判決がなされたことが判明しました。 

当案件に関する今後の対応については、現在検討

中であります。 

50

50

５ 偶発債務 

 重要な訴訟事件 

 連結子会社の富士化水工業㈱は、中国で工事発注

元の会社とともに、平成13年12月に海水脱硫装置の

特許侵害関して起訴されましたが、平成21年12月に

中華人民共和国 高人民法院において、富士化水工

業㈱及び工事発注元の会社に対し、両者が共同して

50百万中国元の損害賠償責任を負う旨をはじめとす

る内容の判決を受けました。当該案件に関する対応

については、現在検討中であります。  
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前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

※６ 財務制限条項 

 当社は、設備資金を安定的に調達するため、取引銀

行15行とシンジケート方式によるコミットメント期間

付タームローン契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメント期間付タ

ームローン契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

※６ 財務制限条項 

 当社は、設備資金を安定的に調達するため、取引銀

行15行とシンジケート方式によるコミットメント期間

付タームローン契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメント期間付タ

ームローン契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

コミットメント期間付 

タームローンの総額 
百万円5,000

借入実行残高 百万円5,000

差引額  百万円―

コミットメント期間付 

タームローンの総額 
百万円5,000

借入実行残高 百万円5,000

差引額 ― 百万円

 上記のコミットメント期間付タームローン契約（当連

結会計年度末残高3,750百万円）について、以下の財務

制限条項が付されております。 

① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表

における純資産の部の金額を、平成20年３月期の

末日における貸借対照表の純資産の部の金額の

％及び直前の決算期の末日における貸借対照表の

純資産の部の ％のいずれか高い方の金額以上に

維持する。 

② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示さ

れる経常損益が２期連続して損失とならないよう

にする。 

75

75

 上記のコミットメント期間付タームローン契約（当連

結会計年度末残高 百万円）について、以下の財務

制限条項が付されております。 

① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表

における純資産の部の金額を、平成20年３月期の

末日における貸借対照表の純資産の部の金額の

％及び直前の決算期の末日における貸借対照表の

純資産の部の ％のいずれか高い方の金額以上に

維持する。 

② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示さ

れる経常損益が２期連続して損失とならないよう

にする。 

2,500

75

75
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 百万円であ

ります。なお、製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。 

354

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は 百万円であ

ります。なお、製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。 

386

※２ 雑収入の内訳は、次のとおりであります。 

有価廃棄物収入 百万円43

その他 百万円149

計 百万円192

※２ 雑収入の内訳は、次のとおりであります。 

有価廃棄物収入 百万円37

その他 百万円186

計 百万円224

※３ 固定資産処分益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 百万円0

建設仮勘定その他 百万円14

土地 百万円80

計 百万円95

※３ 固定資産処分益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 百万円0

※４ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円2

機械装置及び運搬具 百万円54

建設仮勘定その他 百万円5

土地 百万円51

撤去工事費 百万円5

計 百万円119

建物及び構築物 百万円4

機械装置及び運搬具 百万円50

建設仮勘定その他 百万円130

撤去工事費 百万円39

計 百万円224

※５ 投資有価証券評価損 百万円は株式に係るものであ

ります。 

46 ────── 

────── ※６ 減損損失    

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

（経緯） 

当連結会計年度において、建設が中止となりこれに

伴い廃棄を予定している資産について、これらの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として計上しました。 

（グルーピングの方法） 

原則として、事業セグメント別に区分し、賃貸用不

動産及び将来の使用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位としております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額、固定資産税評価額基準  

用途 種類 場所 減損損失 

電池材料
製造設備 

建設仮
勘定 

山口県山陽 
小野田市 

百万円 35

※７ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額。 

※７ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額。 

売上原価 百万円136 売上原価 百万円399

※８ 特別損失のその他は、連結子会社における、工場移

転、物流過程で生じた事故の処理等に係る費用であり

ます。 

※８ 特別損失のその他は、連結子会社における、物流過

程で生じた事故の処理等に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

３ 新株予約権に関する事項 

 (注) 新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）  48,391  －  －  48,391

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）  3,346  16  0  3,362

単元未満株式の買取りによる増加 千株16

単元未満株式の買増請求に対する売渡しによる減少 千株0

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  当連結会計 
年度末残高 
（百万円） 

当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加  

当連結会計 
年度減少  

当連結会計 
年度末  

 提出会社  新株予約権 普通株式  －    3,300  －  3,300  12

 合計  －  －  3,300  －  3,300  12

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  90  2.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月８日 

取締役会 
普通株式  90  2.0 平成22年９月30日 平成22年12月10日
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(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

３ 新株予約権に関する事項 

 (注) 新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
決議 

株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  90  2.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）  48,391  －  －  48,391

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株）  3,362  10  0  3,372

単元未満株式の買取りによる増加 千株10

単元未満株式の買増請求に対する売渡しによる減少 千株0

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  当連結会計 
年度末残高 
（百万円） 

当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加  

当連結会計 
年度減少  

当連結会計 
年度末  

 提出会社  新株予約権 普通株式    3,300  －    3,300  －    － 

 合計  －    3,300  －    3,300  －    － 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  90  2.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日

平成23年11月7日 

取締役会 
普通株式  90  2.0 平成23年９月30日 平成23年12月9日 

  
決議 

株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  90  2.0 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 百万円4,994

預入期間３か月超の定期預金 百万円△222

現金及び現金同等物 百万円4,772

現金及び預金勘定 百万円5,154

預入期間３か月超の定期預金 百万円△401

現金及び現金同等物 百万円4,752
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１ 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。当社グループの報告セグメントの区分は製品系列を基礎として製造方法、製造過程並び

に販売市場の類似性を考慮して区分しており、「機能性顔料」、「電子素材」、「エンジニアリング」の

３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主な製品は次の通りです。 

（１）機能性顔料・・・・・・磁性粉末材料、各種着色材料 

（２）電子素材・・・・・・・フェライト材料、リチウムイオン電池正極材料、合成樹脂用安定剤等 

（３）エンジニアリング・・・プラントエンジニアリング、土壌改質剤  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

                               （単位：百万円）

     （注）１ セグメント利益の調整額△1,587百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,624

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。   

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

   

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 機能性顔料 電子素材 

エンジニア 
リング  

売上高 

 外部顧客への売上高 14,035  14,998  5,813  34,847  －  34,847

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 －  － 7 7  △7  －

計  14,035  14,998  5,821  34,855  △7  34,847

 セグメント利益    

又は損失（△） 
 4,010  510 △191  4,329 △1,587  2,741

 セグメント資産  15,494  21,556 3,116  40,167 15,969  56,136

その他の項目 

 減価償却費 839  1,316  45  2,202  270  2,472

 有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 367  2,811 55  3,233 229  3,463
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  当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

                               （単位：百万円）

     （注）１ セグメント利益の調整額△1,723百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,726

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。   

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

   

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 機能性顔料 電子素材 

エンジニア 
リング  

売上高 

 外部顧客への売上高  12,857  17,316  7,056  37,230  －  37,230

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 3  57  78  139  △139  －

計  12,861  17,373  7,135  37,370  △139  37,230

 セグメント利益     3,325  604  323  4,254  △1,723  2,530

 セグメント資産  13,954  28,526  2,391  44,872  18,453  63,326

その他の項目 

 減価償却費  861  1,262  36  2,160  364  2,525

 有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 436  7,316  48  7,801  278  8,079
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。   

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省

略しております。 

    

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。   

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報             (単位：百万円） 

  

  

  

  

    

ｂ．関連情報

 日本 ヨーロッパ 北アメリカ アジア その他の地域 計 

 25,061 1,262  983  7,516  23 34,847 

 日本 ヨーロッパ 北アメリカ アジア その他の地域 計 

 26,700  1,177  982  8,317  53  37,230

 顧客の情報 売上高 関連するセグメント 

オートモーティブエナ

ジーサプライ(株) 
 4,353 電子素材 
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前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

                                    （単位：百万円） 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 金額の重要性が乏しいので記載を省略しております。 

   

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 金額の重要性が乏しいので記載を省略しております。 

   

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   

報告セグメント 

全社・消去 合計  
機能性顔料 電子素材 

エンジニア 
リング  

 減損損失     －  35  － －  35

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(注) 期中に発生した行使価格の修正を普通株式増加数の算定に反映する方法により、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益を算定しております。なお、平成22年３月23日付け取締役会決議により発行した新株予

約権は、平成24年２月23日に買入消却しております。 

  

（会計方針の変更）  

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成

22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月

30日）を適用しております。この適用により、期中に発生した行使価格の修正を普通株式増加数の算定に反映

する方法に変更して、潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。  

 また、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益の数値は、当該会計方針の変更を反映した遡

及修正後の数値を記載しております。  

 

         該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円492.15

１株当たり当期純利益 円27.66

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
円27.50

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円501.04

１株当たり当期純利益 円13.70

項 目 
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（百万円） 
 22,696  23,106

普通株式に係る純資産額（百万円）  22,161  22,556

差額の主な内訳（百万円） 

 新株予約権 

 少数株主持分  

  

  

  

12

523

  

  

  

－

550

普通株式の発行済株式数（千株）  48,391  48,391

普通株式の自己株式数（千株）  3,362  3,372

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（千株） 
 45,029  45,019

項 目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  1,245  616

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,245  616

普通株式の期中平均株式数（千株）  45,038  45,023

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株） 

（うち新株予約権） 

 

( ) 

262

262

 

( ) 

－

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

──────   ────── 

（重要な後発事象）

戸田工業㈱（4100）平成24年３月期　決算短信

- 30 -



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,497 1,656

受取手形 272 232

売掛金 6,234 7,605

商品及び製品 2,572 2,437

仕掛品 1,229 1,328

原材料及び貯蔵品 1,406 1,947

前払費用 8 12

繰延税金資産 111 99

未収入金 529 960

短期貸付金 2,108 1,574

1年内回収予定の長期貸付金 20 1,426

その他 475 86

貸倒引当金 △37 △42

流動資産合計 17,429 19,326

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,058 4,599

構築物（純額） 620 568

機械及び装置（純額） 7,732 6,682

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 212 214

土地 5,844 5,844

リース資産（純額） 291 239

建設仮勘定 3,766 9,236

有形固定資産合計 23,527 27,385

無形固定資産   

のれん 228 171

特許権 102 81

ソフトウエア 85 99

リース資産 54 39

その他 21 22

無形固定資産合計 492 415
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,090 1,093

関係会社株式 5,124 6,280

関係会社出資金 1,297 1,721

長期貸付金 400 48

従業員に対する長期貸付金 45 39

関係会社長期貸付金 1,998 1,831

破産更生債権等 117 84

長期前払費用 13 7

繰延税金資産 1,992 1,577

その他 172 172

貸倒引当金 △121 △88

投資損失引当金 △143 △143

投資その他の資産合計 11,988 12,624

固定資産合計 36,008 40,425

資産合計 53,437 59,752

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,478 3,779

短期借入金 8,700 11,900

1年内返済予定の長期借入金 3,360 5,996

リース債務 63 65

未払費用 255 310

未払法人税等 34 39

預り金 37 63

前受収益 － 0

賞与引当金 248 233

設備未払金 1,089 1,175

その他 4 12

流動負債合計 18,272 23,577

固定負債   

長期借入金 7,994 7,190

リース債務 315 249

退職給付引当金 2,060 2,101

役員退職慰労引当金 188 212

環境対策引当金 62 62

長期前受金 － 3,000

その他 4 2

固定負債合計 10,625 12,818

負債合計 28,897 36,395
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金   

資本準備金 15,552 15,552

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 15,553 15,553

利益剰余金   

利益準備金 1,110 1,110

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 72 80

別途積立金 2,455 2,455

繰越利益剰余金 1,431 270

利益剰余金合計 5,069 3,916

自己株式 △1,523 △1,530

株主資本合計 24,661 23,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △133 △145

評価・換算差額等合計 △133 △145

新株予約権 12 －

純資産合計 24,539 23,356

負債純資産合計 53,437 59,752
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

商品売上高 10,470 12,034

製品売上高 16,419 16,888

売上高合計 26,889 28,922

売上原価   

商品期首たな卸高 590 1,391

当期商品仕入高 10,005 11,403

合計 10,596 12,795

商品期末たな卸高 1,391 1,259

商品売上原価 9,204 11,535

製品期首たな卸高 864 1,181

当期製品製造原価 13,377 13,688

合計 14,241 14,869

製品期末たな卸高 1,181 1,178

製品売上原価 13,059 13,691

売上原価合計 22,264 25,226

売上総利益 4,624 3,695

販売費及び一般管理費   

販売運賃 547 503

役員報酬 49 49

従業員給料手当 467 593

賞与引当金繰入額 49 50

退職給付費用 30 45

役員退職慰労引当金繰入額 14 23

旅費及び交通費 106 118

減価償却費 176 167

研究開発費 352 384

貸倒引当金繰入額 154 －

その他 920 988

販売費及び一般管理費合計 2,870 2,924

営業利益 1,753 771

営業外収益   

受取利息 107 112

受取配当金 161 52

受取賃貸料 80 79

雑収入 92 125

営業外収益合計 442 369
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 296 273

為替差損 295 97

雑損失 153 55

営業外費用合計 745 426

経常利益 1,451 714

特別利益   

固定資産処分益 95 0

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 95 0

特別損失   

固定資産処分損 63 200

投資有価証券売却損 7 0

投資有価証券評価損 43 －

関係会社株式評価損 490 1,019

環境対策引当金繰入額 62 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3 －

減損損失 － 35

特別損失合計 670 1,255

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 876 △541

法人税、住民税及び事業税 26 16

法人税等調整額 37 415

法人税等合計 63 431

当期純利益又は当期純損失（△） 812 △972
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,562 5,562

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,562 5,562

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 15,552 15,552

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,552 15,552

その他資本剰余金   

当期首残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

当期首残高 15,553 15,553

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 15,553 15,553

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 1,110 1,110

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,110 1,110

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 72 72

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 7

当期変動額合計 － 7

当期末残高 72 80

別途積立金   

当期首残高 2,455 2,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,455 2,455
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 798 1,431

当期変動額   

剰余金の配当 △180 △180

当期純利益又は当期純損失（△） 812 △972

固定資産圧縮積立金の積立 － △7

当期変動額合計 632 △1,160

当期末残高 1,431 270

利益剰余金合計   

当期首残高 4,436 5,069

当期変動額   

剰余金の配当 △180 △180

当期純利益又は当期純損失（△） 812 △972

当期変動額合計 632 △1,152

当期末残高 5,069 3,916

自己株式   

当期首残高 △1,511 △1,523

当期変動額   

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △12 △7

当期末残高 △1,523 △1,530

株主資本合計   

当期首残高 24,040 24,661

当期変動額   

剰余金の配当 △180 △180

当期純利益又は当期純損失（△） 812 △972

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 620 △1,159

当期末残高 24,661 23,501
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △43 △133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △11

当期変動額合計 △90 △11

当期末残高 △133 △145

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △43 △133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △11

当期変動額合計 △90 △11

当期末残高 △133 △145

新株予約権   

当期首残高 － 12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △12

当期変動額合計 12 △12

当期末残高 12 －

純資産合計   

当期首残高 23,997 24,539

当期変動額   

剰余金の配当 △180 △180

当期純利益又は当期純損失（△） 812 △972

自己株式の取得 △12 △7

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △78 △23

当期変動額合計 542 △1,183

当期末残高 24,539 23,356

戸田工業㈱（4100）平成24年３月期　決算短信

- 38 -



(1）役員の異動 

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成24年６月28日付予定） 

 新任取締役候補 

 取締役 井上善雄 （現 株式会社巴川製紙所 代表取締役社長） 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。  

  

６．その他
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