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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

（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 ％

25年３月期第３四半期 8,507△10.4 △259  ― △179 ― △94 ―

24年３月期第３四半期 9,49211.0 △95 ― 19△90.9 177△21.5

(注)包括利益 25年３月期第３四半期 △239百万円( ―％)24年３月期第３四半期 △145百万円( ―％)

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

25年３月期第３四半期 △3.84 ―
24年３月期第３四半期 7.24 7.20

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 15,756 7,559 47.1

24年３月期 16,094 7,919 47.8

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 7,420百万円 24年３月期 7,687百万円

２．配当の状況

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00

25年３月期 ― 2.00 ―
25年３月期(予想) 3.00 5.00

(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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,100△11.0 △420 ― △220 ― △70 ― △2.86

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（注） 詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」の「（３）会計方針の変更・会計上
の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 25,777,600株 24年３月期 25,777,600株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,284,354株 24年３月期 1,282,050株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 24,494,249株 24年３月期３Ｑ 24,498,153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ます。なお、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
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。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）P.2「連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機や円高長期化の影響及び新興国の景

気減速による輸出の減少等により景気が一時後退するなど、不透明感が続く中で推移しました。

このような中、当社グループはグローバル拡販、新市場開拓及び新商品の市場投入拡大に向けて取り

組みましたが、円高や半導体不況、欧州の経済不振、中国の景気減速等の影響が大きく、売上高は前年

同四半期比10.4％減の85億７百万円となりました。

売上高の内訳においては、粉末冶金事業では、抵抗溶接電極が中国向けを中心に増加し、メカニカル

シール用の超硬リング製品が原子力関連の特需により増加しました。また、タングステン線・棒製品の

売上高はＯＡ機器用途が好調であったことや医療用途での新たな受注獲得により増加しました。

一方、主力製品であるＮＴダイカッターが、アジア市場では好調であったものの、国内需要が振るわ

ず、若干の減少となりました。また、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）用磁気ヘッド基板は、世界的

なＨＤＤの需要低迷により低調に推移し、液晶用の超硬合金製ロングツールも市況の悪化を受け減少し

ました。

その他では、産業用機器及び装置が半導体不況による主要得意先の設備投資縮小等により減少しまし

た。

損益面では、不良率の改善、生産性の向上等の原価低減及び経費削減等により利益率の改善を図って

おりますが、中国事業において市況の低迷や製品市場価格の低下などにより業績が悪化し、営業損失は

前年同四半期の９千５百万円から２億５千９百万円となりました。また、経常損益は賃貸収入の減少等

により、前年同四半期１千９百万円の経常利益から１億７千９百万円の経常損失となり、四半期純損益

は前年同四半期１億７千７百万円の四半期純利益から９千４百万円の四半期純損失となりました。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、157億５千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億

３千８百万円減少しました。流動資産では、主に売上債権の減少により、前連結会計年度末と比べ２億

３千万円減少しました。また、固定資産では、主に有形固定資産及び賃貸不動産が減価償却等により減

少し、前連結会計年度末と比べ１億７百万円減少しました。

負債は、81億９千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ２千１百万円増加しました。流動負債で

は、主に短期借入金が増加したものの仕入債務及び賞与引当金が減少したことにより、前連結会計年度

末と比べ１億４千１百万円減少しました。一方、固定負債では、主に長期借入金が増加し、前連結会計

年度末と比べ１億６千２百万円増加しました。

純資産は、75億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億６千万円減少しました。内訳は、

主に利益剰余金の減少及び少数株主持分が減少したことによるものです。

今後の見通しにつきましては、昨年末を底に国内の景気は回復の動きが見られ、さらに政権交代後の

円安への動きや新興国経済の持ち直しによる輸出の増加など、国内経済の回復が期待されます。しかし

ながら、企業業績の持ち直しまでは今なお時間を要するものと思われます。

このような中、当社グループは、注力商品の拡販や経費節減等、業績向上にグループ一丸となり取り

組んでおりますが、第３四半期に入り、電気・電子・半導体関連を中心に需要が低迷し、第４四半期に

おきましても売上高の大幅な増加は見込めないことから、平成24年８月10日に発表した通期の連結業績

予想及び平成24年５月10日に発表した通期の個別業績予想を修正させていただきます。詳細は本日（平

成25年２月14日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、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。

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,488 2,546

受取手形及び売掛金 3,367 3,159

商品及び製品 387 319

仕掛品 1,411 1,354

原材料及び貯蔵品 867 917

繰延税金資産 1 0

その他 389 393

貸倒引当金 △0 △8

流動資産合計 8,912 8,682

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,185 2,076

機械装置及び運搬具（純額） 1,138 1,197

工具、器具及び備品（純額） 80 87

土地 292 292

リース資産（純額） 127 147

建設仮勘定 153 113

有形固定資産合計 3,978 3,915

無形固定資産

のれん 35 29

リース資産 30 41

その他 11 15

無形固定資産合計 77 86

投資その他の資産

投資有価証券 1,497 1,451

賃貸不動産（純額） 1,561 1,531

その他 93 120

貸倒引当金 △27 △31

投資その他の資産合計 3,126 3,072

固定資産合計 7,182 7,074

資産合計 16,094 15,756
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,599 1,366

短期借入金 2,686 2,881

リース債務 56 87

未払法人税等 25 15

賞与引当金 368 137

役員賞与引当金 21 15

その他 530 644

流動負債合計 5,288 5,147

固定負債

長期借入金 1,282 1,622

リース債務 101 121

繰延税金負債 740 694

退職給付引当金 533 477

資産除去債務 25 25

その他 203 108

固定負債合計 2,887 3,050

負債合計 8,175 8,197

純資産の部

株主資本

資本金 2,509 2,509

資本剰余金 2,229 2,229

利益剰余金 3,111 2,895

自己株式 △280 △281

株主資本合計 7,569 7,352

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 395 338

為替換算調整勘定 △277 △270

その他の包括利益累計額合計 118 68

新株予約権 27 29

少数株主持分 203 108

純資産合計 7,919 7,559

負債純資産合計 16,094 15,756
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 9,492 8,507

売上原価 7,856 7,107

売上総利益 1,636 1,400

販売費及び一般管理費 1,731 1,659

営業損失（△） △95 △259

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 26 22

持分法による投資利益 18 28

不動産賃貸料 183 107

為替差益 － 38

受取補償金 － 46

雑収入 112 40

営業外収益合計 341 284

営業外費用

支払利息 54 55

不動産賃貸原価 104 96

為替差損 20 －

雑支出 47 52

営業外費用合計 226 205

経常利益又は経常損失（△） 19 △179

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

19 △179

法人税、住民税及び事業税 13 21

法人税等調整額 △88 △14

法人税等合計 △75 6

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

94 △186

少数株主損失（△） △82 △92

四半期純利益又は四半期純損失（△） 177 △94
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

94 △186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △154 △57

為替換算調整勘定 △39 △8

持分法適用会社に対する持分相当額 △47 12

その他の包括利益合計 △240 △52

四半期包括利益 △145 △239

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △54 △143

少数株主に係る四半期包括利益 △91 △95

日本タングステン株式会社(6998)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

-7-



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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