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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 2,233 △48.6 △335 ― △537 ― △437 ―

24年3月期第1四半期 4,344 △18.6 △5 ― △16 ― 3 △98.5

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1四半期 △34.61 ―

24年3月期第1四半期 0.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 14,879 5,007 33.7
24年3月期 14,245 5,480 38.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,007百万円 24年3月期  5,480百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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）

（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

第2四半期(累計) 5,400 △23.6 △600 ― △700 ― △600 ― △47.43

通期 14,000 36.5 △820 ― △920 ― △900 ― △71.15



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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1Q 12,650,800 株 24年3月期 12,650,800 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 949 株 24年3月期 949 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,649,851 株 24年3月期1Q 12,649,851 株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災による深刻な被害から徐々に持ち直し、回復基調

ではあるものの、慢性的な円高や欧州債務危機の影響を受けて厳しい状況が続いております。 

 そのような経済状況の中で二次電池業界は、環境対応車用途や住宅用途への需要拡大が見込め中長期的には大

きな期待が持たれておりますが、現時点での主流は民生用途であるため短期的には成長が鈍化しております。 

 当社の販売数量は98％以上を二次電池用正極材料が占めており、同電池市場への販売動向が当社の業績に大き

く影響いたします。 

 リチウムイオン電池市場は、民生向け分野では、スマートフォンやタブレットPCなどの用途による需要伸張は

あるものの、ノートパソコンの世界的な販売不振による需要減少があり全体としては横ばいとなっております。

一方、環境対応車向けは、電気自動車が市場投入されましたが、充電インフラ整備や１回の充電での走行可能距

離の問題などにより、市場の広がりは限定的な状況が続いております。 

ニッケル水素電池市場は、民生向け分野では、リチウムイオン電池化が更に進んでおりますが、環境対応車

分野では旺盛な販売状況が継続し、全体としては需要が維持されております。 

 このような状況下で、当四半期における当社の販売数量は回復傾向ではあるものの、前年同四半期と比較する

と17.3％下回る結果となりました。 

 環境対応車向けニッケル水素電池用正極材料の当四半期の販売数量は、東日本大震災後のサプライチェーン復

旧後の旺盛な需要により、前年同四半期に比較して大幅に増加し倍増となりました。 

 しかしながら、当社の主力製品である民生向けリチウムイオン電池用途の三元系（ニッケル・コバルト・マン

ガン複合化合物）に関しては、厳しい電池メーカー間競争及び新興国を中心とした前駆体メーカーとの競合下に

おいて、当社販売戦略の実行により数量は回復傾向ではあるものの、前年同四半期と比較すると26.7％減少して

おります。環境対応車向けリチウムイオン電池向けの販売に関しましては、計画通り数量が増加してきておりま

すが、主力の民生向けリチウムイオン電池向けと比較すると割合は少なく限定的でありました。 

 以上の結果、売上高2,233百万円（前年同四半期比48.6％減）、営業損失335百万円（前年同四半期は営業損失

5百万円）、経常損失537百万円（前年同四半期は経常損失16百万円）、四半期純損失は437百万円（前年同四半

期は四半期純利益3百万円）となりました。 

 なお、当第１四半期累計期間において平成24年４月１日付で、当社100％出資の子会社である株式会社マルロ

を吸収合併いたしました。  

      （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） 

     ※ ニッケル LME（ロンドン金属取引所）月次平均×TTS月次平均  

       コバルト LMB（ロンドン発行メタルブリテン誌）月次平均×TTS月次平均 

    

（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634百万円増加し、14,879百万円となりました。  

 その主な要因は有形固定資産が150百万円減少した一方、現金及び預金が272百万円、売掛債権が697百万円増

加したこと等によるものであります。 

 負債は、前事業年度末比1,106百万円増加の9,871百万円となりました。その主な要因は賞与引当金が30百万円

減少した一方、仕入債務が991百万円、借入金が123百万円増加したこと等によるものであります。 

 なお、純資産は前事業年度末比472百万円減少の5,007百万円となり、自己資本比率は33.7％となりました。 

   

  （３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月10日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

   

１．当四半期決算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 

 25年３月期  1,393  －  －  －

 24年３月期  2,012  1,742  1,435  1,577

 23年３月期  2,093  1,840  1,975  2,242

  ４～６月平均 ７～９月平均 10～12月平均 １～３月平均 

 25年３月期  2,666  －  －  －

 24年３月期  3,349  2,971  2,599  2,693

 23年３月期  4,447  3,843  3,448  3,653
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（１）四半期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。 

   

  （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

【会計方針の変更等】  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,337,129 1,609,464

受取手形及び売掛金 1,113,513 1,810,928

商品及び製品 361,245 484,490

仕掛品 535,292 598,371

原材料及び貯蔵品 195,916 293,239

その他 419,756 67,272

流動資産合計 3,962,853 4,863,767

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,858,598 1,985,363

機械及び装置（純額） 2,930,524 2,782,492

建設仮勘定 3,490,453 3,343,502

その他（純額） 1,636,367 1,654,343

有形固定資産合計 9,915,944 9,765,701

無形固定資産 33,399 29,512

投資その他の資産   

その他 333,677 221,318

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 333,226 220,867

固定資産合計 10,282,570 10,016,081

資産合計 14,245,423 14,879,848

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,489,743 2,481,288

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 2,024,700 2,163,750

未払法人税等 9,876 3,618

引当金 68,911 38,478

その他 471,688 458,472

流動負債合計 4,764,919 5,845,607

固定負債   

長期借入金 3,623,000 3,607,000

退職給付引当金 153,769 161,355

その他 223,260 257,893

固定負債合計 4,000,030 4,026,248

負債合計 8,764,949 9,871,856
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30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 620,247 182,480

自己株式 △1,982 △1,982

株主資本合計 5,408,399 4,970,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,074 37,359

評価・換算差額等合計 72,074 37,359

純資産合計 5,480,473 5,007,992

負債純資産合計 14,245,423 14,879,848
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,344,083 2,233,205

売上原価 3,895,715 2,195,308

売上総利益 448,367 37,896

販売費及び一般管理費 454,059 373,234

営業損失（△） △5,691 △335,337

営業外収益   

受取配当金 1,387 1,612

その他 1,851 2,013

営業外収益合計 3,238 3,625

営業外費用   

支払利息 5,811 19,664

シンジケートローン手数料 4,291 177,962

その他 4,241 8,650

営業外費用合計 14,345 206,277

経常損失（△） △16,798 △537,990

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 83,164

補助金収入 1,694,038 211,100

特別利益合計 1,694,038 294,264

特別損失   

固定資産除却損 3,450 610

固定資産圧縮損 1,694,038 192,975

その他 4,699 －

特別損失合計 1,702,188 193,585

税引前四半期純損失（△） △24,948 △437,310

法人税、住民税及び事業税 1,383 1,415

法人税等調整額 △29,571 △959

法人税等合計 △28,187 455

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,239 △437,766
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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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