
  

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

配当予想の修正については、本日(平成25年11月８日)公表いたしました「剰余金の配当(中間配当)に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

  

  

 

  

連結業績予想の修正については、本日(平成25年11年８日)公表いたしました「第２四半期連結累計期間の業績予

想と実績との差異及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。   

  

    
                 

   平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成25年11月８日

上場会社名  戸田工業株式会社 上場取引所   東

コード番号  4100 ＵＲＬ   http://www.todakogyo.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  久保田 正

問合せ先責任者 （役職名）  財務担当執行役員 （氏名）  沖本 和美 ＴＥＬ   0827-57-0065

四半期報告書提出予定日  平成25年11月14日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有      

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    (機関投資家・アナリスト向け)

  (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 ％ 

26年３月期第２四半期  15,712  △7.0  △179  －  45  －  72  △77.9

25年３月期第２四半期  16,891  △16.0  △101  －  △761  －  329  △6.1

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 645百万円（ ％） 61.6   25年３月期第２四半期 399百万円 （ ％） △33.6

  
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 

26年３月期第２四半期  1.26  －

25年３月期第２四半期  7.31  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  65,460  28,713  42.3

25年３月期  65,137  28,146  41.8

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 27,657百万円   25年３月期 27,213百万円 

  
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 

25年３月期  － 3.00 － 1.00  4.00

26年３月期  － －     

26年３月期（予想）     － 1.00  1.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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  32,000  1.0  △350  －  △500  －  100  △60.9  1.74

（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        ： 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） 26年３月期２Ｑ 60,991,922株 25年３月期 60,991,922株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 3,377,618株 25年３月期 3,374,311株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 57,616,491株 25年３月期２Ｑ 45,019,175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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の金融緩和策による円高是正とそれに伴う企業の業績

回復を期待した株高が進み、景気回復の兆しが見えてきました。一方で、輸入原燃料等諸資材の価格上昇、雇用や

賃金の改善の遅れ、中国や新興国の成長鈍化、欧州債務問題の長期化などもあり、先行き不透明な情勢が依然とし

て続いております。 

 こうした状況のもと、当社グループにおきましては、前連結会計年度においてエンジニアリング事業を譲渡した

中で、他の事業は堅調に推移しております。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

ナシートも伸長しました。一方、自動車向けのリチウムイオン電池正極材料等の立ち上がりが当期はまだ遅れてい

ることもあり、エンジニアリング事業の減少分全部をカバーすることはできず、売上高は15,712百万円（前年同四

半期比7.0％減）となりました。また、売上商品構成の変化、原料価格上昇、キャッシュ・フロー改善の為の在庫

（製品及び仕掛品）削減に伴う影響等の原価上昇要因があり、営業損失は179百万円（前年同四半期は営業損失101

百万円）となりました。 

 なお、円安による為替差益304百万円（前年同四半期は為替差損227百万円）等があり、経常利益は45百万円（前

年同四半期は経常損失761百万円）となり、関係会社株式売却益229百万円及び役員退職慰労引当金戻入額157百万

円等があり、四半期純利益は72百万円（前年同四半期比77.9％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は65,460百万円となり、前連結会計年度末に比べ322百万円増加いた

しました。これは主に、有形固定資産が855百万円、有価証券が760百万円減少したものの、現金及び預金が1,882

百万円増加したこと等によります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は36,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ244百万円減少いた

しました。これは主に、長期借入金が1,272百万円、支払手形及び買掛金が779百万円増加したものの、短期借入金

が911百万円、設備関係未払金、前受金、未払法人税等、引当金等が減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は28,713百万円となり、前連結会計年度末に比べ566百万円増加い

たしました。これは主に、為替換算調整勘定が417百万円増加したこと等によります。 

この結果、自己資本比率は42.3％（前連結会計年度末は41.8％）となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました業績予想から修正してお

ります。また、当事業年度の中間配当につきましては、現時点での業績等を総合的に勘案いたしました結果、誠に

遺憾ではございますが無配とさせていただきます。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及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び「剰余金の配当（中間配

当）に関するお知らせ」をご参照ください。今後の見通しの中でニュースとしましては、米国でのリチウムイオン

電池正極材料の生産・販売が順調に伸びていること、低稼働率が続いておりました日本のリチウムイオン電池正極

材料生産設備の稼働率も徐々に上がり始めていること等があります。その効果は翌連結会計年度以降になると思わ

れますが、少し明るさが見えてきた状況です。 

 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。   

   

（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。 

   

   

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

戸田工業㈱（4100）平成26年３月期　第２四半期決算短信 

2



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,797 9,680

受取手形及び売掛金 7,239 7,232

有価証券 1,000 239

商品及び製品 2,932 2,645

仕掛品 1,990 1,939

原材料及び貯蔵品 1,818 1,858

その他 2,814 2,838

貸倒引当金 △37 △36

流動資産合計 25,554 26,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,398 6,574

機械装置及び運搬具（純額） 8,776 8,868

土地 6,411 6,411

建設仮勘定 8,548 7,458

その他（純額） 561 527

有形固定資産合計 30,696 29,840

無形固定資産   

のれん 281 258

その他 603 596

無形固定資産合計 884 855

投資その他の資産   

その他 8,018 8,383

貸倒引当金 △15 △16

投資その他の資産合計 8,002 8,366

固定資産合計 39,582 39,062

資産合計 65,137 65,460
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,524 4,304

短期借入金 13,580 12,668

1年内返済予定の長期借入金 4,293 4,416

未払法人税等 242 156

引当金 232 184

その他 2,262 1,412

流動負債合計 24,136 23,143

固定負債   

長期借入金 7,682 8,954

退職給付引当金 2,225 2,292

その他の引当金 308 162

その他 2,638 2,193

固定負債合計 12,854 13,603

負債合計 36,990 36,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,477 7,477

資本剰余金 17,468 17,468

利益剰余金 3,768 3,785

自己株式 △1,531 △1,531

株主資本合計 27,183 27,199

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 17

為替換算調整勘定 22 440

その他の包括利益累計額合計 30 458

少数株主持分 932 1,055

純資産合計 28,146 28,713

負債純資産合計 65,137 65,460
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,891 15,712

売上原価 14,352 13,557

売上総利益 2,538 2,155

販売費及び一般管理費   

従業員給料 586 391

研究開発費 406 470

その他 1,647 1,472

販売費及び一般管理費合計 2,640 2,334

営業損失（△） △101 △179

営業外収益   

受取利息 41 48

受取配当金 9 9

為替差益 － 304

有価証券売却益 0 －

その他 141 124

営業外収益合計 192 486

営業外費用   

支払利息 209 182

持分法による投資損失 368 52

為替差損 227 －

その他 47 27

営業外費用合計 852 262

経常利益又は経常損失（△） △761 45

特別利益   

固定資産処分益 － 1

関係会社株式売却益 － 229

役員退職慰労引当金戻入額 － 157

国庫補助金 1,976 －

特別利益合計 1,976 389

特別損失   

固定資産処分損 7 6

投資有価証券評価損 352 －

減損損失 20 －

その他 1 －

特別損失合計 381 6

税金等調整前四半期純利益 833 428

法人税、住民税及び事業税 141 158

法人税等調整額 370 116

法人税等合計 512 275

少数株主損益調整前四半期純利益 321 153

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 80

四半期純利益 329 72
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 321 153

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 10

為替換算調整勘定 94 317

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 165

その他の包括利益合計 78 492

四半期包括利益 399 645

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 397 500

少数株主に係る四半期包括利益 1 144
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  該当事項はありません。   

   

   

(資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加)   

 当社は、平成25年６月27日開催の定時株主総会における決議に基づき、平成25年７月８日をもって資本準備金の額

の減少を行いました。 

 会社法448条第１項の規定に基づき、下記の通り、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振替えており

ます。 

  資本準備金の減少額    8,734,015,871円  

  その他資本剰余金の増加額 8,734,015,871円  

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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