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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 9,095 △2.4 760 △18.5 805 △16.7 525 △12.6
25年3月期第1四半期 9,317 2.0 933 △19.7 966 △18.3 601 △17.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,098百万円 （105.1％） 25年3月期第1四半期 535百万円 （△21.2％）

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1四半期 10.58 ―
25年3月期第1四半期 12.11 ―

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1四半期 41,893 28,626 68.0 574.14
25年3月期 41,173 27,826 67.3 558.51
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 28,494百万円 25年3月期 27,718百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

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、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) 18,000 1.9 1,300 △22.1 1,300 △22.7 800 △21.0 16.12
通期 37,000 6.4 2,800 0.4 2,800 △0.6 1,700 △1.3 34.25



(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

(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。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に掲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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（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」をご覧ください。

※  注記事項

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1Q 51,428,828 株 25年3月期 51,428,828 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,799,497 株 25年3月期 1,798,659 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 49,629,752 株 25年3月期1Q 49,634,725 株
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策を背景に、輸出関連を

中心とした企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどが見られるものの、長期化する欧州の債務問題、新興国経済

の停滞、円安の進行による原材料価格の上昇など、依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは事業環境や顧客ニーズの変化に対応した積極的な販売活動の展開に努めま

したが、汎用用途の酸化チタンにおいて、中国・アジア市場での需要低迷の影響を受け販売数量が減少、また鉱石

価格の高騰に伴う製造コストの上昇などもあり、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は90億

９千５百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益は７億６千万円（前年同期比18.5％減）、経常利益は８億５百万

円（前年同期比16.7％減）、四半期純利益は５億２千５百万円（前年同期比12.6％減）となりました。

セグメント別の業績につきましては、酸化チタン関連事業の売上高は52億１千７百万円（前年同期比7.5％

減）、その他事業の売上高は38億７千７百万円（前年同期比5.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、418億９千３百万円（前連結会計年度末比７億２千万円増加）とな

りました。増減の主なものは、投資その他の資産が７億３百万円増加したものであります。

負債合計は、132億６千６百万円（前連結会計年度末比７千９百万円減少）となりました。

純資産合計は、286億２千６百万円（前連結会計年度末比８億円増加）となりました。増減の主なものは、その

他包括利益累計額が５億４千８百万円増加したものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期業績は概ね計画通りに推移しており、平成25年５月10日に公表いたしました第２四半期連結累計期

間及び通期の連結業績予想から変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表
（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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,308 3,416

受取手形及び売掛金 10,719 11,136

商品及び製品 5,912 5,855

仕掛品 552 513

原材料及び貯蔵品 3,849 3,692

その他 713 451

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 25,055 25,065

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,045 4,040

機械装置及び運搬具（純額） 4,029 4,152

その他（純額） 1,858 1,760

有形固定資産合計 9,932 9,953

無形固定資産 135 121

投資その他の資産

投資有価証券 5,443 6,149

その他 631 630

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 6,049 6,753

固定資産合計 16,117 16,827

資産合計 41,173 41,893

テイカ株式会社(4027) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

－ 3 －



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,477 3,776

短期借入金 2,114 1,917

未払法人税等 339 126

賞与引当金 324 165

その他 2,002 2,219

流動負債合計 8,257 8,205

固定負債

長期借入金 2,390 2,183

退職給付引当金 2,487 2,395

環境対策引当金 99 79

その他 110 401

固定負債合計 5,088 5,060

負債合計 13,346 13,266

純資産の部

株主資本

資本金 9,855 9,855

資本剰余金 6,766 6,766

利益剰余金 9,792 10,020

自己株式 △540 △541

株主資本合計 25,874 26,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,868 2,327

為替換算調整勘定 △24 65

その他の包括利益累計額合計 1,844 2,392

少数株主持分 107 132

純資産合計 27,826 28,626

負債純資産合計 41,173 41,893
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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１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 9,317 9,095

売上原価 7,203 7,132

売上総利益 2,114 1,962

販売費及び一般管理費 1,180 1,202

営業利益 933 760

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 53 63

その他 13 5

営業外収益合計 67 69

営業外費用

支払利息 26 21

その他 9 2

営業外費用合計 35 24

経常利益 966 805

特別損失

固定資産除却損 24 15

特別損失合計 24 15

税金等調整前四半期純利益 942 789

法人税、住民税及び事業税 171 120

法人税等調整額 168 134

法人税等合計 339 254

少数株主損益調整前四半期純利益 603 535

少数株主利益 1 10

四半期純利益 601 525

テイカ株式会社(4027) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

－ 5 －



（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 603 535

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △124 458

為替換算調整勘定 56 103

その他の包括利益合計 △67 562

四半期包括利益 535 1,098

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 525 1,073

少数株主に係る四半期包括利益 9 24
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

（単位：百万円)

（注）１．セグメント利益の調整額2百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

（単位：百万円)

（注）１．セグメント利益の調整額2百万円は、セグメント間取引消去額によるものです。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（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）

（セグメント情報等）

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

酸化チタン
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 5,637 3,680 9,317 － 9,317

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 113 113 (113) －

計 5,637 3,793 9,430 (113) 9,317

セグメント利益 795 135 931 2 933

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

酸化チタン
関連事業

その他
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 5,217 3,877 9,095 － 9,095

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 122 122 (122) －

計 5,217 4,000 9,217 (122) 9,095

セグメント利益 551 206 758 2 760
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