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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  11,469  △13.8  2,083  －  2,163  －  2,097  －

25年３月期第２四半期  13,297  △32.0  △1,032  －  △1,128  －  △2,676  －

  
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  435.55  435.45

25年３月期第２四半期  △556.24  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第２四半期  23,926  9,930  41.5  2,053.80

25年３月期  26,765  7,817  29.2  1,622.50

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 9,930百万円   25年３月期 7,806百万円 

  
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  － 15.00 － 5.00  20.00

26年３月期  － 15.00       

26年３月期（予想）     － 15.00  30.00

（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26年３月期の業績予想（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  21,000  △13.3  2,700  －  2,700  －  2,900  －  602.11

（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 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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）四半期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 4,880,000株 25年３月期 4,880,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 44,610株 25年３月期 68,410株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 4,816,390株 25年３月期２Ｑ 4,811,590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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

 平成26年３月期の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は「添付資料」Ｐ．２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明をご参照下さい。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）における世界経済は、米国経済に回復の兆しが

見え、欧州諸国の金融不安も落ち着きを取り戻しつつあるものの、アジア諸国では輸出の軟調から景気拡大ペース

が落ちており、全体として足踏み状態が続いております。国内経済におきましては、交易条件の改善により輸出型

企業の業績が回復傾向にあるとともに、株高等の恩恵により高額商品の消費が上向くなど、景気が回復傾向となり

ました。 

当社の主要顧客であります自動車業界では、北米の自動車販売が大型車を中心に好調であり、世界の総自動車生

産台数でも緩やかな拡大傾向が維持されました。 

当社製品の主要原料の一つであるレアアースに関しましては、第２四半期に入り一部品種において価格反騰の動

きがあるものの、総じて軟調であり、前年同期に比べて価格が大きく低下しております。このため、特に原料レア

アースの価格との連動性が高い触媒関連製品の価格低下により、売上高は前年同期比で大きく減少しました。収益

面では、レアアースの在庫圧縮による評価損の減少と円安傾向の定着が、収益を押し上げる要因となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比13.8％減）、営業利益

百万円（前年同期は1,032百万円の損失）、経常利益 百万円（前年同期は1,128百万円の損失）、四半期純利

益 百万円（前年同期は2,676百万円の損失）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期会計期間末における総資産は23,926百万円で、前事業年度末比2,839百万円減少しました。これは

主に、原材料及び貯蔵品の減少（1,078百万円）及び流動資産その他（未収入金）の減少（805百万円）等によるも

のであります。 

 当第２四半期会計期間末における負債は13,995百万円で、前事業年度末比4,952百万円減少しました。これは主

に、短期借入金の減少（2,200百万円）、長期借入金の減少（1,457百万円）及び支払手形及び買掛金の減少（939

百万円）等によるものであります。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の見通しにつきましては、国内経済は円安傾向が継続し、輸出産業を中心に景気回復が期待されるととも

に、海外の景気動向も堅調な推移が予想されます。一方では、原油や原材料価格の動向、周辺諸国との外交問題、

米国の財政問題等の不透明要因もありますが、当社をとりまく環境に大きな変動がないことを前提に、平成26年３

月期第２四半期累計期間の業績結果を踏まえ、平成25年８月９日付「平成26年３月期業績予想の修正に関するお知

らせ」にて開示いたしました平成26年３月期通期業績予想を次のとおり修正いたします。 
  

通期業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

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

11,469 2,083

2,163

2,097

  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 

前回発表予想（Ａ） 20,300 2,400 2,400  2,600 540.36

今回修正予想（Ｂ） 21,000 2,700 2,700  2,900 602.11

増減額 （Ｂ－Ａ） 700 300 300  300

増減率（％） 3.4 12.5 12.5  11.5

（ご参考）前期実績 

（平成25年３月期通期） 
24,211 △1,979 △1,514  △2,144 △445.78

２．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,023,861 4,883,558

受取手形及び売掛金 4,338,089 4,164,019

有価証券 300,000 1,000,000

製品 2,298,706 2,310,357

仕掛品 1,624,254 1,457,013

原材料及び貯蔵品 2,059,158 980,209

その他 2,153,224 826,005

貸倒引当金 △1,537 △1,537

流動資産合計 17,795,758 15,619,628

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,284,396 2,200,794

機械及び装置（純額） 3,510,875 2,994,082

土地 1,484,243 1,484,243

その他（純額） 560,841 531,490

有形固定資産合計 7,840,356 7,210,611

無形固定資産 86,942 56,581

投資その他の資産 1,042,723 1,039,352

固定資産合計 8,970,022 8,306,545

資産合計 26,765,781 23,926,173

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,463,339 524,059

短期借入金 3,000,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 3,112,748 2,978,642

未払法人税等 14,254 86,425

賞与引当金 252,120 312,744

買付契約評価引当金 137,770 22,148

その他 661,803 426,354

流動負債合計 8,642,035 5,150,373

固定負債   

社債 3,300,000 3,300,000

長期借入金 6,747,874 5,290,458

退職給付引当金 116,811 116,053

その他 141,428 138,353

固定負債合計 10,306,113 8,844,864

負債合計 18,948,149 13,995,238
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 787,100 787,100

資本剰余金 1,207,203 1,216,649

利益剰余金 5,891,488 7,965,191

自己株式 △126,839 △82,711

株主資本合計 7,758,952 9,886,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,870 44,706

評価・換算差額等合計 47,870 44,706

新株予約権 10,808 －

純資産合計 7,817,631 9,930,935

負債純資産合計 26,765,781 23,926,173
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 13,297,564 11,469,130

売上原価 13,389,123 8,294,259

売上総利益又は売上総損失（△） △91,559 3,174,870

販売費及び一般管理費 941,207 1,091,317

営業利益又は営業損失（△） △1,032,766 2,083,553

営業外収益   

受取利息 953 3,191

受取配当金 5,914 6,734

為替差益 － 96,138

その他 83,978 28,963

営業外収益合計 90,846 135,027

営業外費用   

支払利息 53,657 54,895

為替差損 131,339 －

その他 1,783 530

営業外費用合計 186,780 55,425

経常利益又は経常損失（△） △1,128,700 2,163,155

特別利益   

補助金収入 52,861 －

新株予約権戻入益 － 5,192

特別利益合計 52,861 5,192

特別損失   

固定資産除却損 169 1,094

投資有価証券評価損 31,193 －

特別損失合計 31,363 1,094

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,107,202 2,167,252

法人税、住民税及び事業税 5,860 69,491

法人税等調整額 1,563,350 －

法人税等合計 1,569,211 69,491

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,676,413 2,097,760
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△1,107,202 2,167,252

減価償却費 806,469 704,134

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,331 60,624

買付契約評価引当金の増減額（△は減少） 279,402 △115,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,135 △757

貸倒引当金の増減額（△は減少） △430 －

受取利息及び受取配当金 △6,868 △9,925

支払利息 53,657 54,895

為替差損益（△は益） 83,763 △46,715

投資有価証券評価損益（△は益） 31,193 －

補助金収入 △52,861 －

有形固定資産除却損 169 1,094

売上債権の増減額（△は増加） 1,457,407 207,055

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,679,233 1,234,539

未払又は未収消費税等の増減額 1,359,346 478,642

仕入債務の増減額（△は減少） △3,172,076 △865,314

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 50,041 △152,145

その他 △124,222 15,515

小計 6,343,828 3,733,272

利息及び配当金の受取額 6,868 9,925

利息の支払額 △54,157 △55,400

法人税等の支払額 △10,653 △9,823

法人税等の還付額 499,955 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,785,842 3,677,973

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,069,342 △151,370

無形固定資産の取得による支出 △31,000 △7,524

投資有価証券の取得による支出 △890 △1,103

子会社株式の取得による支出 △500,000 △4,775

貸付けによる支出 △4,770 －

貸付金の回収による収入 1,800 2,793

長期前払費用の取得による支出 △1,988 －

補助金の受取額 52,861 766,143

その他 10,184 △1,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,543,144 602,677

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,700,000 △2,200,000

長期借入れによる収入 2,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,410,070 △1,591,522

ストックオプションの行使による収入 － 47,957

配当金の支払額 △72,461 △24,104

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,982,531 △3,767,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,763 46,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,176,401 559,696

現金及び現金同等物の期首残高 3,059,869 5,323,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,236,271 5,883,558
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該当事項はありません。 

     

該当事項はありません。 

   

   

（４）四半期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）

第一稀元素化学工業㈱（4082） 平成26年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 7 -




