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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 1,958 ― △33 ― 96 ― 65 ―

20年3月期第1四半期 1,925 0.0 △25 ― 73 ― 19 ―

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

21年3月期第1四半期 5.60 ―

20年3月期第1四半期 1.68 ―

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

21年3月期第1四半期 10,019 5,248 50.1 429.41
20年3月期 9,948 5,194 49.7 423.66

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,016百万円 20年3月期  4,949百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 4,100 ― 0 ― 20 ― 20 ― 1.71
通期 8,500 4.0 50 ― 100 270.4 50 ― 4.28

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてお
ります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業積
予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,710,000株 20年3月期  11,710,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  28,562株 20年3月期  28,252株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,681,516株 20年3月期第1四半期  11,685,674株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は原材料高騰に伴うコスト増加を主な要因として企業収益は急速に落ち込み、景

況感も大幅に悪化しております。一方、個人消費についても物価上昇率の加速に伴う実質所得の減少や消費者心理の

悪化から弱含んでおります。

このような経済情勢下、当社グループは建築関連の塗料・シーリング材用途製品の販売低迷も予想の範囲に止まり、

食品用途や輸出・海外販売も堅実に推移した結果、売上高は19億58百万円（前年同期比33百万円、1.7％増）となりま

した。

損益面におきましては追加的な原材料値上げの影響等により営業損失は33百万円（前年同期比８百万円赤字幅拡大）

となりましたが、原油デリバティブ取引に係る評価益などの営業外収益があったため経常利益は96百万円（前年同期

比23百万円、31.7％増）、四半期純利益は65百万円（前年同期比45百万円、233.4％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

当第１四半期末の資産につきましては前連結会計年度末に比べ71百万円増加し100億19百万円となりました。これは

主に売上債権が減少したものの、現金及び預金や投資有価証券が増加したことなどによるものであります。

負債につきましては前連結会計年度末に比べ17百万円増加し47億71百万円となりました。これは主に長期借入金が

減少しましたが、短期借入金や未払金が増加したことなどによるものであります。

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ53百万円増加し52億48百万円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末の49.7％から50.1％になりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ58百万円増加し９億41百万円となりました。

営業活動の結果増加した資金は１億92百万円となりました。これは主に減価償却費１億50百万円、売上債権の減少

１億61百万円等による資金増加に対して、賞与引当金の減少63百万円等による資金減少の結果であります。

投資活動の結果減少した資金は85百万円で、これは主に生産設備等の有形固定資産の取得による支出75百万円等に

よるものであります。

財務活動の結果減少した資金は26百万円となりました。これは長期借入金52百万円及び短期借入金50百万円増加の

収入に対し、長期借入金の返済１億１百万円及び配当金の支払27百万円等の支出によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の国内経済は世界経済の減速懸念、企業収益の悪化を背景とした設備投資の減少、実質所得の低下を主因とし

た個人消費の低迷など不透明感が強まると思われます。

当社グループにとりましても国内においては引き続き建築関連向け製品の落込みなどが予想されますが、食品添加

物用途製品などの拡販に力を入れるとともに、原材料高に伴う製造コスト上昇分の製品販売価格への転嫁をよりいっ

そう強力に進めてまいります。また、中国での生産拠点である東莞立丸奈米科技の稼動を機に丸尾（上海）貿易を活

用した積極的な海外市場獲得に注力し、早期の業績回復に努めてまいる所存であります。

以上により第２四半期並びに第３・第４四半期は売上高及び営業利益の積み増しを予想しており、平成20年５月16

日に公表した見込みからの変更はございません。



４．その他

（１）期中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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略して前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する

方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

ａ．製品・仕掛品

通常の販売目的で保有する製品・仕掛品については、従来、売価還元法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

ｂ．商品・原材料

通常の販売目的で保有する商品・原材料については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

これによる損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月

18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理か

ら、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 941,394 882,908

受取手形及び売掛金 3,056,556 3,220,112

商品 44,993 44,491

製品 234,425 217,445

原材料 138,976 127,521

仕掛品 70,750 69,690

貯蔵品 42,128 39,055

その他 456,465 307,544

貸倒引当金 △5,242 △5,503

流動資産合計 4,980,448 4,903,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 980,820 992,859

機械装置及び運搬具（純額） 1,797,615 1,894,378

土地及び砿山用土地 679,948 679,948

建設仮勘定 119,753 78,140

その他（純額） 35,147 33,711

有形固定資産合計 3,613,284 3,679,038

無形固定資産 104,885 104,948

投資その他の資産   

投資有価証券 843,859 757,529

投資不動産（純額） 214,982 215,774

その他 272,294 297,652

貸倒引当金 △9,885 △9,935

投資その他の資産合計 1,321,250 1,261,020

固定資産合計 5,039,420 5,045,008

資産合計 10,019,869 9,948,275

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,508,052 1,536,479

短期借入金 816,000 766,559

未払法人税等 4,271 5,279

賞与引当金 61,115 124,716

その他 645,566 541,144

流動負債合計 3,035,005 2,974,179

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 609,599 665,731

退職給付引当金 471,860 461,517

役員退職慰労引当金 135,229 134,695

その他 19,817 17,398

固定負債合計 1,736,506 1,779,342

負債合計 4,771,511 4,753,522



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,500 871,500

資本剰余金 435,622 435,622

利益剰余金 3,393,124 3,362,714

自己株式 △7,418 △7,335

株主資本合計 4,692,828 4,662,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 334,446 283,302

為替換算調整勘定 △11,105 3,228

評価・換算差額等合計 323,341 286,530

少数株主持分 232,187 245,720

純資産合計 5,248,357 5,194,752

負債純資産合計 10,019,869 9,948,275



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,958,565

売上原価 1,594,550

売上総利益 364,015

販売費及び一般管理費 397,306

営業損失（△） △33,290

営業外収益  

受取利息 580

受取配当金 9,429

デリバティブ評価益 101,766

その他 25,042

営業外収益合計 136,819

営業外費用  

支払利息 5,725

その他 1,055

営業外費用合計 6,781

経常利益 96,746

特別利益  

投資有価証券売却益 137

貸倒引当金戻入額 310

特別利益合計 447

特別損失  

固定資産除却損 8,394

役員退職慰労金 1,258

特別損失合計 9,652

税金等調整前四半期純利益 87,541

法人税、住民税及び事業税 2,445

法人税等調整額 23,117

法人税等合計 25,563

少数株主損失（△） △3,477

四半期純利益 65,455



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 87,541

減価償却費 150,801

固定資産処分損益（△は益） 8,394

貸倒引当金の増減額（△は減少） △310

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 533

受取利息及び受取配当金 △10,009

支払利息 5,725

デリバティブ評価損益（△は益） △101,766

投資有価証券売却損益（△は益） △137

売上債権の増減額（△は増加） 161,455

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,699

仕入債務の増減額（△は減少） △25,608

その他 2,160

小計 190,821

利息及び配当金の受取額 10,645

利息の支払額 △5,661

法人税等の支払額 △3,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,350

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 △75,068

投資有価証券の取得による支出 △535

投資有価証券の売却による収入 502

その他 △10,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,820

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） 50,000

長期借入れによる収入 52,669

長期借入金の返済による支出 △101,408

配当金の支払額 △27,341

その他 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,485

現金及び現金同等物の期首残高 882,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,394



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

当社グループの事業は、炭酸カルシウムの製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であります。従い

まして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

アジア
オセアニア

北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 214,413 10,422 6,732 231,568

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － 1,958,565

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
11.0 0.5 0.3 11.8

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

　　　アジア・オセアニア：韓国、中国、タイ

　　　北米　　　　　　　：米国

　　　欧州　　　　　　　：ドイツ

３．海外売上高は、当社グループの本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,925,164

Ⅱ　売上原価 1,539,130

売上総利益 386,034

Ⅲ　販売費及び一般管理費 411,182

営業損失（△） △25,148

Ⅳ　営業外収益 105,417

１．受取利息 563

２．受取配当金 10,104

３．不動産賃貸料 12,919

４．受取保険金 312

５．その他 81,517

Ⅴ　営業外費用 6,820

１．支払利息 5,154

２．その他 1,665

経常利益 73,449

Ⅵ　特別利益 216

１．投資有価証券売却益 178

２．その他 38

Ⅶ　特別損失 34,839

１．固定資産処分損 4,230

２．役員退職金 23,303

３．その他 7,305

税金等調整前四半期純利益 38,826

税金費用 23,743

少数株主損失（△） △4,551

四半期純利益 19,634
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