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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 30,402 △4.1 1,265 △45.8 1,361 △41.2 548 △60.0

23年3月期第3四半期 31,716 12.4 2,336 3.8 2,316 4.8 1,369 7.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 350百万円 （△76.5％） 23年3月期第3四半期 1,490百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 16.73 ―

23年3月期第3四半期 41.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 33,936 9,621 27.1
23年3月期 34,972 9,697 26.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,180百万円 23年3月期  9,195百万円

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

23年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 41,000 △5.1 1,700 △49.8 1,800 △46.5 800 △56.6 24.40



(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  ：  有  

(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 
 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、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 32,800,000 株 23年3月期 32,800,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 15,025 株 23年3月期 15,025 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 32,784,975 株 23年3月期3Q 32,786,224 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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けるわが国の経済は、サプライチェーンの立て直しをはじめ、東日本大震災

の影響による停滞からの回復が見られました。しかし、依然として続く円高進行、米国や欧州の経済不安や

タイ国の洪水被害による輸出の減少など世界経済の影響により停滞感は増し、先行きは依然として不透明な

状況となっております。 

このような状況の中で、当グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比1,313百万円

（4.1％）減少の30,402百万円となりました。このうち海外売上高は6,653百万円となり、売上高に占める割

合は21.9％となりました。 

損益面については、試験研究費の増加やタイ国における洪水の影響等により営業利益は1,265百万円、経常

利益は1,361百万円となりました。 

また、特別利益として災害損失引当金の戻入額等25百万円、特別損失として東日本大震災による修繕費等68

百万円を計上し、税金費用を考慮した結果、純利益は548百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）に比べて1,036百万

円減少し33,936百万円となりました。流動資産は、前期末比766百万円減少し16,507百万円となり、固定資産

は、前期末比269百万円減少の17,428百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は、現金・預金及び売掛債権の減少によるものであります。 

固定資産のうち、有形固定資産は、前期末比67百万円減少の13,806百万円となりました。この減少の主な

要因は、設備投資による増加に比べ除却や減価償却による減少が上回ったためであります。 

投資その他の資産は、前期末比299百万円減少し3,372百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比960百万円減少の24,314百万円となりました。流動

負債は、前期末比1,046百万円減少の13,846百万円、固定負債は、前期末比86百万円増加の10,468百万円とな

りました。 

なお、有利子負債（短期借入金、長期借入金及び社債の合計額）は、前期末比1,275百万円増加の8,487百

万円となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末における自己資本は、前期末比14百万円減少して9,180百万円となり、

自己資本比率は27.1％となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期における業績につきましては、下記のとおり修正を行っております。 

売上高は、主として円高による海外子会社の為替換算の影響やアルカリ電池の売上減少によるものであり

ます。 

営業利益、経常利益は、上記の売上高減少に伴う粗利益減少および電力費等の経費増加によるものであり、

当期純利益は、これらに加えて税制改正による繰延税金資産の取崩しの影響を受け、前回予想を大きく下回

る見込みです。 

 

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 
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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

     44,600

百万円

2,600

百万円

       2,500

百万円  

1,400 

円 銭

       42.70

今回発表予想（Ｂ）      41,000        1,700        1,800         800        24.40

増減額（Ｂ－Ａ）      △3,600        △900        △700     △600 －

増減率（％）       △8.1       △34.6     △28.0      △42.9 －

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
43,204    3,385       3,364       1,843       56.23

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,974  1,484

  受取手形及び売掛金 9,512  9,374

  商品及び製品 1,468  1,693

  仕掛品 2,047  2,322

  原材料及び貯蔵品 610  542

  繰延税金資産 272  354

  その他 430  774

  貸倒引当金 △41  △39

  流動資産合計 17,274  16,507

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 3,785  3,754

   機械装置及び運搬具（純額） 3,322  2,994

   工具、器具及び備品（純額） 372  343

   土地 6,023  6,009

   リース資産（純額） 210  231

   建設仮勘定 158  473

   有形固定資産合計 13,873  13,806

  無形固定資産  

   のれん 58  167

   リース資産 42  30

   その他 51  51

   無形固定資産合計 152  249

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,430  1,302

   繰延税金資産 2,068  1,910

   その他 281  268

   貸倒引当金 △109  △109

   投資その他の資産合計 3,671  3,372

  固定資産合計 17,698  17,428

 資産合計 34,972  33,936
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前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 7,193  5,632

  短期借入金 2,827  4,347

  １年内償還予定の社債 1,680  1,440

  リース債務 83  94

  未払法人税等 868  149

  未払消費税等 128  154

  賞与引当金 458  226

  役員賞与引当金 3  －

  災害損失引当金 68  4

  その他 1,581  1,797

  流動負債合計 14,893  13,846

 固定負債  

  社債 1,500  400

  長期借入金 1,205  2,300

  リース債務 184  183

  繰延税金負債 1,085  958

  退職給付引当金 5,414  5,710

  環境対策引当金 18  18

  負ののれん 388  339

  資産除去債務 8  8

  その他 577  549

  固定負債合計 10,381  10,468

 負債合計 25,275  24,314

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,640  1,640

  資本剰余金 422  422

  利益剰余金 6,917  7,301

  自己株式 △6  △6

  株主資本合計 8,973  9,357

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 330  261

  繰延ヘッジ損益 63  △94

  為替換算調整勘定 △171  △343

  その他の包括利益累計額合計 222  △176

 少数株主持分 501  440

 純資産合計 9,697  9,621

負債純資産合計 34,972  33,936
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 31,716  30,402

売上原価 23,435  23,007

売上総利益 8,281  7,394

販売費及び一般管理費 5,944  6,129

営業利益 2,336  1,265

営業外収益  

 受取利息 1  6

 受取配当金 34  71

 負ののれん償却額 48  48

 その他 79  107

 営業外収益合計 164  233

営業外費用  

 支払利息 146  109

 為替差損 10  1

 その他 27  26

 営業外費用合計 184  137

経常利益 2,316  1,361

特別利益  

 固定資産売却益 －  0

 貸倒引当金戻入額 31  －

 災害損失引当金戻入額 －  24

 特別利益合計 31  25

特別損失  

 固定資産処分損 7  23

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7  －

 災害による損失 －  45

 特別損失合計 14  68

税金等調整前四半期純利益 2,333  1,318

法人税等 911  712

少数株主損益調整前四半期純利益 1,422  605

少数株主利益 52  57

四半期純利益 1,369  548
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,422  605

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △25  △64

 繰延ヘッジ損益 94  △160

 為替換算調整勘定 △0  △30

 その他の包括利益合計 68  △255

四半期包括利益 1,490  350

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,437  148

 少数株主に係る四半期包括利益 53  202
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 


