
  

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 

  

２．配当の状況 
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四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  (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３四半期  24,921 △13.2 △377 － △764  －  557 △25.5

24年３月期第３四半期  28,711  10.9  2,546  30.7  1,836  39.3  749  31.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 921百万円（ ％） 96.9   24年３月期第３四半期 468百万円（ ％） 155.8

  
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  12.39 －

24年３月期第３四半期  16.64  16.54

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  61,596  24,028  37.5

24年３月期  63,326  23,106  35.6

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 23,128百万円   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

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）

  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 －  400  △35.1  8.88

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  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３Ｑ 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３Ｑ 3,374,311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３Ｑ 45,018,826株 24年３月期３Ｑ 45,024,879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。 

・当社は、平成25年１月31日付にて伊藤忠商事株式会社との資本業務提携に伴う第三者割当による新株式を発行して

おりますが、連結業績予想の１株当たりの当期純利益の算定において当該影響は加味しておりません。 
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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見られ、期後半には為替の円安傾向への変化や株

価の回復もみられましたが、円高やデフレが長期にわたっており、さらには日中関係の悪化等に伴い企業の生産活

動や輸出が落ち込み、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、顧客の在庫調整も影響し売上は低調に推移しましたが、将

来の主力事業の一つと期待するモバイル端末向けのNFC用アンテナシートは伸長しております。一方、自動車向け

のリチウムイオン電池正極材料等においては需要の立ち上がりが遅れておりますので、次年度以降の収益改善に向

けて、モバイル端末向けの高容量・高品質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24,921百万円（前年同四半期比13.2％減）、営業損失は377百万円（前年同四半期

は営業利益2,546百万円）となりました。 

 なお、持分法による投資損失550百万円等があり、経常損失は764百万円（前年同四半期は経常利益1,836百万

円）となりました。また、国庫補助金収入１,976百万円等があり、四半期純利益は557百万円（前年同四半期比

25.5％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３四半期連結会計期間末における資産は61,596百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,729百万円減少い

たしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少1,931百万円等によります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は37,567百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,651百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金の減少626百万円、設備未払金の減少877百万円並びに工事未払金の減

少691百万円等によります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は24,028百万円となり、前連結会計年度末に比べ921百万円増加い

たしました。これは主に四半期純利益557百万円及び少数株主持分の増加350百万円等によります。   

   

（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12月26日に公表いたしました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 

  (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。   

   

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 5,154 5,667

受取手形及び売掛金 8,634 6,703

完成工事未収入金 1,053 101

商品及び製品 2,940 3,249

仕掛品 1,943 1,754

未成工事支出金 154 －

原材料及び貯蔵品 2,490 2,019

その他 2,403 3,566

貸倒引当金 △49 △29

流動資産合計 24,723 23,031

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,619 6,405

機械装置及び運搬具（純額） 7,315 8,622

土地 6,520 6,411

建設仮勘定 9,353 8,629

その他（純額） 535 557

有形固定資産合計 29,343 30,625

無形固定資産   

のれん 134 283

その他 313 605

無形固定資産合計 447 889

投資その他の資産   

その他 8,911 7,053

貸倒引当金 △100 △3

投資その他の資産合計 8,811 7,049

固定資産合計 38,602 38,565

資産合計 63,326 61,596
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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 3,943 3,316

短期借入金 12,955 13,436

1年内返済予定の長期借入金 6,071 4,299

未払法人税等 421 160

引当金 337 85

その他 3,344 1,806

流動負債合計 27,073 23,105

固定負債   

長期借入金 7,350 9,126

退職給付引当金 2,234 2,218

その他の引当金 287 303

その他 3,272 2,815

固定負債合計 13,145 14,462

負債合計 40,219 37,567

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 4,070

自己株式 △1,530 △1,531

株主資本合計 23,447 23,654

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △218 △96

為替換算調整勘定 △672 △430

その他の包括利益累計額合計 △890 △526

少数株主持分 550 900

純資産合計 23,106 24,028

負債純資産合計 63,326 61,596
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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 28,711 24,921

売上原価 22,665 21,373

売上総利益 6,046 3,548

販売費及び一般管理費   

従業員給料 828 866

その他 2,671 3,058

販売費及び一般管理費合計 3,499 3,925

営業利益又は営業損失（△） 2,546 △377

営業外収益   

受取利息 50 64

受取配当金 17 18

有価証券売却益 － 0

為替差益 － 299

その他 176 178

営業外収益合計 244 562

営業外費用   

支払利息 220 308

持分法による投資損失 252 550

為替差損 409 －

その他 71 90

営業外費用合計 953 949

経常利益又は経常損失（△） 1,836 △764

特別利益   

固定資産処分益 － 0

国庫補助金 － 1,976

その他 － 422

特別利益合計 － 2,399

特別損失   

固定資産処分損 193 9

投資有価証券評価損 － 342

減損損失 35 20

その他 5 4

特別損失合計 235 376

税金等調整前四半期純利益 1,601 1,258

法人税、住民税及び事業税 530 219

法人税等調整額 286 482

法人税等合計 817 701

少数株主損益調整前四半期純利益 784 556

少数株主利益又は少数株主損失（△） 35 △1

四半期純利益 749 557
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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 784 556

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △122 122

為替換算調整勘定 △89 250

持分法適用会社に対する持分相当額 △103 △7

その他の包括利益合計 △315 365

四半期包括利益 468 921

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 438 922

少数株主に係る四半期包括利益 29 △0
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  該当事項はありません。   

   

   

   該当事項はありません。 

   

   

(第三者割当増資) 

  当社グループの国内外の既存事業の深化、新規事業の更なる展開を検討しておりましたところ、北米、中国に 

 おいて電池材料事業を中心に関係を深めてきた伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」という。）の、国内外 

 における原材料の調達、グローバルなネットワークを活用したマーケティング、ロジスティクス、新商品の開発 

 能力等の活用が当社グループのビジネスチャンスの一層の拡大に寄与すると判断し、当社は、平成24年12月28日 

 開催の取締役会の決議に基づき、伊藤忠商事と資本業務提携契約を締結し、平成25年1月31日に、伊藤忠商事を割

 当先とする第三者割当による新株式の発行について伊藤忠商事からの払込みが完了いたしました。  

 １． 発行株式数           普通株式 12,600,000株  

 ２． 払込金額            1株につき金304円  

 ３． 払込金額の総額         3,830,400,000円  

 ４． 増加する資本金の額       1,915,200,000円  

 ５． 増加する資本準備金の額     1,915,200,000円  

 ６． 募集又は割当方法        第三者割当の方法による  

 ７． 割当先及び割当株数       伊藤忠商事 12,600,000株  

 ８． 払込期日            平成25年１月31日  

 ９． 資金の使途           設備投資資金 

   

  また、上記の第三者割当増資により筆頭株主が伊藤忠商事となり、同社は当社の主要株主である筆頭株主及び 

 その他関係会社となっております。  

   

(重要な訴訟事件)  

  当社の関連会社であるTODA ISU CORPORATION(韓国)(以下TODA ISU)において、平成23年11月に早期退職制度に 

 基づく解雇を実施しました。これに対して解雇された元従業員の一部が韓国の行政機関である労働委員会に解雇 

 の無効等の申請を行いました。 

  地方労働委員会の初審判定では、当該申請は棄却されましたが、平成24年12月の中央労働委員会による再審に 

 おいて、解雇は無効であり、原職への復帰及び解雇期間中の賃金相当額の支払いを命じる判定が下されました。 

  TODA ISUは、再審判定に異議があるとして行政訴訟を扱うソウル行政法院に同月訴訟を提起し、現在当該退職 

 が適正であることを主張し争っております。  

  

  

（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

（５）重要な後発事象
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