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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  16,891 △16.0 △101 － △761  －  329 △6.1

24年３月期第２四半期  20,104  14.9  1,767  49.6  1,125  61.9  350  1.0

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 399百万円（ ％） △33.6   24年３月期第２四半期 601百万円（ ％） －

  
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

25年３月期第２四半期  7.31 －

24年３月期第２四半期  7.79  7.74

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  65,743  23,746  34.8

24年３月期  63,326  23,106  35.6

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 22,846百万円   24年３月期 22,556百万円 

  
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 
24年３月期  － 2.00 － 2.00  4.00

25年３月期  － 3.00   

25年３月期（予想）     － 3.00  6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  31,500  △15.4 △350 － △1,350 －  1,200  94.6  26.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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

(注)「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 

詳細は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変

更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 48,391,922株 24年３月期 48,391,922株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,373,058株 24年３月期 3,372,358株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 45,019,175株 24年３月期２Ｑ 45,025,907株

 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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

 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、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間においては、欧州での景気失速に加え、中国やインド等の新興国における経済成長

率の鈍化が鮮明になりました。一方、国内では一部に復興需要等がありましたが、円高やデフレが長期にわた

り、景気の低迷が続きました。 

 こうした状況のもと、当社グループにおきましては、酸化鉄等の主要製品におきまして、全般的に売上が減少

し厳しい状況となっておりました。しかしながら、スマートフォン・タブレット向けNFC用アンテナシート等が順

調に伸びておりますので、日本・韓国での生産体制を整えて、今後の大きな需要に対応してまいります。 

 一方、今後の主要事業と位置づけているEV・HEV自動車向けのリチウムイオン電池正極材料においても、日本・

韓国・北米・中国の4拠点での生産体制を整えましたが、需要の立ち上がりが遅れております。この状況に鑑み、

次年度以降の収益改善に向けて、高容量・高品質の要求が強いスマートフォン・タブレット向けのリチウムイオ

ン電池正極材料の生産準備を進めております。 

 経営成績としては、売上高は16,891百万円（前年同四半期比16.0％減）、営業損失は101百万円（前年同四半期

は営業利益1,767百万円）となりました。 

 経常利益については、持分法による投資損失368百万円、円高による為替差損227百万円の発生等もあり、経常

損失761百万円（前年同四半期は経常利益1,125百万円）となりました。また、投資有価証券評価損が352百万円と

なりましたが国庫補助金収入が1,976百万円あり、四半期純利益は329百万円（前年同四半期比6.1％減）となりま

した。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

     （資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産は65,743百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,416百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金の増加1,759百万円、受取手形及び売掛金の減少932百万円並びに有形固定

資産の増加1,882百万円等によります。 

(負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は41,996百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,777百万円増加い

たしました。これは主に短期借入金の増加810百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少1,767百万円及び長期

借入金の増加2,563百万円等によります。 

(純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は23,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ639百万円増加い

たしました。これは主に少数株主持分の増加349百万円、四半期純利益329百万円等によります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年9月24日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表いたしました「第2四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異および通期

連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 当第2四半期連結会計期間の当社グループの業績は非常に厳しいものでしたが、第3四半期連結会計期間以降に

おきましては好転の兆しも出てきております。しかしながら、通期連結業績予想におきましては、中国事情等の

不確実な要素を保守的に勘案しております。 

 なお、本資料に記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異なる可能性があります。 

  

  

  

（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。   

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

    一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

       これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

   (４）追加情報 

  当社は、平成24年9月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である富士化水工業株式会社の事業を 

 会社分割（吸収分割）し、富士化水工業株式会社が新たに設立する子会社（以下「新会社」という。）に承継さ

 せた上で、新会社の発行済株式の全部を株式会社クボタに譲渡することを決議し、富士化水工業株式会社と株式

 会社クボタとの間で、株式譲渡に関する契約を締結いたしました。 

  詳細につきましては、平成24年９月24日公表の「子会社の会社分割(吸収分割)及び子会社の株式譲渡に関する

 お知らせ」をご参照ください。   
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,154 6,913

受取手形及び売掛金 8,634 7,702

完成工事未収入金 1,053 977

商品及び製品 2,940 3,387

仕掛品 1,943 1,775

未成工事支出金 154 171

原材料及び貯蔵品 2,490 2,383

その他 2,403 2,655

貸倒引当金 △49 △43

流動資産合計 24,723 25,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,619 6,640

機械装置及び運搬具（純額） 7,315 8,880

土地 6,520 6,522

建設仮勘定 9,353 8,623

その他（純額） 535 558

有形固定資産合計 29,343 31,226

無形固定資産   

のれん 134 303

その他 313 642

無形固定資産合計 447 945

投資その他の資産   

その他 8,911 7,662

貸倒引当金 △100 △15

投資その他の資産合計 8,811 7,646

固定資産合計 38,602 39,818

資産合計 63,326 65,743
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,943 4,154

短期借入金 12,955 13,765

1年内返済予定の長期借入金 6,071 4,304

未払法人税等 421 171

引当金 337 301

その他 3,344 3,812

流動負債合計 27,073 26,509

固定負債   

長期借入金 7,350 9,914

退職給付引当金 2,234 2,303

引当金 287 298

その他 3,272 2,970

固定負債合計 13,145 15,486

負債合計 40,219 41,996

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 3,862 4,083

自己株式 △1,530 △1,530

株主資本合計 23,447 23,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △218 △204

為替換算調整勘定 △672 △617

その他の包括利益累計額合計 △890 △821

少数株主持分 550 899

純資産合計 23,106 23,746

負債純資産合計 63,326 65,743
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 20,104 16,891

売上原価 16,027 14,352

売上総利益 4,077 2,538

販売費及び一般管理費   

従業員給料 554 586

その他 1,755 2,054

販売費及び一般管理費合計 2,310 2,640

営業利益又は営業損失（△） 1,767 △101

営業外収益   

受取利息 31 41

受取配当金 9 9

有価証券売却益 － 0

その他 98 141

営業外収益合計 140 192

営業外費用   

支払利息 148 209

持分法による投資損失 157 368

為替差損 428 227

その他 47 47

営業外費用合計 781 852

経常利益又は経常損失（△） 1,125 △761

特別利益   

国庫補助金 － 1,976

特別利益合計 － 1,976

特別損失   

固定資産処分損 46 7

投資有価証券評価損 366 352

減損損失 － 20

その他 0 1

特別損失合計 413 381

税金等調整前四半期純利益 711 833

法人税、住民税及び事業税 343 141

法人税等調整額 0 370

法人税等合計 344 512

少数株主損益調整前四半期純利益 367 321

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17 △7

四半期純利益 350 329
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 367 321

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 102 14

為替換算調整勘定 87 94

持分法適用会社に対する持分相当額 44 △30

その他の包括利益合計 233 78

四半期包括利益 601 399

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 581 397

少数株主に係る四半期包括利益 19 1
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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）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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