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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 11,126 ― 496 ― 425 ― 229 ―

20年3月期第1四半期 9,727 13.4 532 37.9 569 45.5 349 63.2

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

21年3月期第1四半期 2.84 ―

20年3月期第1四半期 4.32 ―

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 42,917 24,592 57.3 303.76
20年3月期 39,673 25,081 63.2 309.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  24,576百万円 20年3月期  25,081百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

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  有  
 

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 22,500 ― 820 ― 740 ― 410 ― 5.07
通期 46,300 9.0 1,900 △20.7 1,900 △22.2 1,080 △24.1 13.35

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．平成２０年５月８日に公表しております連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間を修正しております。 
２．上記の連結業績予想は現時点で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異なる場合があります。 
３．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 無

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  80,948,148株 20年3月期  80,948,148株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  39,262株 20年3月期  37,062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  80,910,036株 20年3月期第1四半期  80,920,471株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経
済の減速懸念、原油価格の更なる高騰、急激な円高の進行により、景気の不透明感が強まる状況となりま
した。 
 このような状況のもと、当社グループは、順調な鉄鋼業界向けへの出荷と価格是正への取り組みととも
に、各工場の効率化推進、諸経費の削減に努めました。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同四半期に比べ14.4％増加し、111億2千
6百万円となりました。 
 損益面におきましては、急激な燃料価格高騰と為替変動の影響から連結営業利益は、前年同四半期に比
べ6.8％減少し4億9千6百万円、連結経常利益は、前年同四半期に比べ25.2％減少し4億2千5百万円となり
ました。連結四半期純利益につきましては、製品の評価損を計上したことから、前年同四半期に比べ
34.4％減少し2億2千9百万円となりました。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32億4千3百万円増加の429億1千7百

万円となりました。流動資産が34億1千7百万円増加しており、現金及び預金の増加（16億1千1百万円）、

原材料及び貯蔵品で燃料の一定ロット購入による一時的な増加（16億1千1百万円）がその主な要因であり

ます。 

 当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ37億3千2百万円増加の183億2千5百万円

となりました。運転資金、決算資金等の支払資金を金融機関からの借入で賄ったことによる短期借入金の

増加（34億円）が主な要因であります。 

 当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ4億8千8百万円減少の245億9千2百万

円となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 
 現金及び現金同等物の残高は30億7千5百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億1千万円の増加となり
ました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、5億2千9百万円の支出となりました。税金等調整前四半期純利
益、減価償却費、売掛債権の減少、仕入債務の増加などの資金収入があったものの、生産維持のため海外か
らの燃料一括購入等の影響による、たな卸資産の増加21億円が主な要因であります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、3億4千2百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による
支出2億9千3百万円が主な要因であります。   
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、25億8千6百万円の収入となりました。燃料等購入のための運転資
金を、金融機関からの短期借入による収入により、一時的に調達していることが主な要因であります。  
 
  

平成21年3月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四半期の実績を踏まえ、下

記のとおり見直しを行っております。なお、通期の連結業績予想につきまして変更はありません。 

 
  

【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

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

（第２四半期連結累計期間）

今回予想(A) 当初予想(B) 増減額(A)-(B) 増減率

売上高 22,500百万円 22,400百万円 100百万円 0.4 ％
営業利益 820 920 △ 100 △ 10.9

経常利益 740 890 △ 150 △ 16.9

当期純利益 410 510 △ 100 △ 19.6
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該当事項はありません。 

  
  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  
  

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 

 「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、当第１四半期連結会計期間より、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益

がそれぞれ28百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は58百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間から、当社及び連結子会社の機械装置については、法人税法の改正を契機

として資産の利用状況等の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更しております。 

これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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5. 【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） 

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 3,129 1,518 

受取手形及び売掛金 14,701 14,948 

商品及び製品 3,006 2,845 

仕掛品 1,100 801 

原材料及び貯蔵品 2,692 1,081 

その他 553 557 

貸倒引当金 △56 △42 

流動資産合計 25,127 21,710 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,068 4,139 

機械装置及び運搬具（純額） 5,017 5,431 

土地 5,429 5,429 

その他（純額） 765 538 

有形固定資産合計 15,281 15,539 

無形固定資産 132 140 

投資その他の資産 

投資有価証券 946 770 

その他 1,434 1,516 

貸倒引当金 △3 △3 

投資その他の資産合計 2,376 2,283 

固定資産合計 17,790 17,963 

資産合計 42,917 39,673 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,673 6,379 

短期借入金 6,065 2,665 

未払法人税等 205 367 

賞与引当金 909 608 

その他 2,584 2,697 

流動負債合計 16,438 12,718 

固定負債 

長期借入金 79 83 

退職給付引当金 1,368 1,366 

役員退職慰労引当金 152 141 

その他 285 282 

固定負債合計 1,886 1,874 

負債合計 18,325 14,592 
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（単位：百万円） 

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 4,047 4,047 

資本剰余金 884 884 

利益剰余金 19,612 20,191 

自己株式 △12 △11 

株主資本合計 24,531 25,111 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 44 △30 

評価・換算差額等合計 44 △30 

少数株主持分 16 － 

純資産合計 24,592 25,081 

負債純資産合計 42,917 39,673 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

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 11,126 

売上原価 8,647 

売上総利益 2,478 

販売費及び一般管理費 1,981 

営業利益 496 

営業外収益 

受取利息 0 

受取配当金 2 

受取賃貸料 11 

その他 39 

営業外収益合計 54 

営業外費用 

支払利息 16 

為替差損 78 

その他 30 

営業外費用合計 125 

経常利益 425 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2 

特別利益合計 2 

特別損失 

たな卸資産評価損 29 

特別損失合計 29 

税金等調整前四半期純利益 398 

法人税等 152 

少数株主利益 16 

四半期純利益 229 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 

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 398 

減価償却費 509 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少） 

13 

受取利息及び受取配当金 △3 

支払利息 16 

為替差損益（△は益） 104 

有形固定資産売却損益（△は益） △1 

売上債権の増減額（△は増加） 246 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,100 

仕入債務の増減額（△は減少） 350 

未払消費税等の増減額（△は減少） △96 

その他 357 

小計 △192 

利息及び配当金の受取額 3 

利息の支払額 △24 

法人税等の支払額 △315 

営業活動によるキャッシュ・フロー △529 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △0 

有形固定資産の取得による支出 △293 

有形固定資産の売却による収入 1 

投資有価証券の取得による支出 △50 

投資有価証券の売却による収入 0 

その他の支出 △2 

その他の収入 2 

長期貸付金の回収による収入 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △342 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 3,400 

長期借入金の返済による支出 △3 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △809 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,586 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △104 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,610 

現金及び現金同等物の期首残高 1,465 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,075 
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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。 

  

該当事項はありません 

  

【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） 

 
（注）１ 事業区分の方法は、製品別種類別区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品等 

    マグネシア事業    マグネシアクリンカー、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム他 

    カルシア事業     生石灰、消石灰、タンカル他 

    ファインその他事業  気相法高純度超微粉マグネシア、超高純度炭酸カルシウム、輸送業他 

３ 会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「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」に記載のとおり、当第１四半

期連結 会計期間から、棚卸資産の評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は、「マグネ

シア事業」は21百万円、「カルシア事業」は３百万円、「ファインその他事業」については、３百万円それ

ぞれ減少しております。 

 
【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） 

 本邦以外に連結会社がないため、記載を省略しております。 

  

【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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

マグネシア 
事業 

(百万円)

カルシア
事業 

(百万円)

ファイン
その他事業 
(百万円)

計
 

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
 

(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,622 6,223 1,279 11,126 ― 11,126

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 0 447 447 (447) ―

計 3,622 6,224 1,727 11,574 (447) 11,126

  営業利益 419 241 315 975 (479) 496

(6) 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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(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

 売上高 9,727

 売上原価 7,293

 売上総利益 2,434

 販売費及び一般管理費 1,901

 営業利益 532

 営業外収益 65

 営業外費用 28

 経常利益 569

 特別利益 14

 特別損失 0

 税金等調整前四半期純利益 583

 法人税等（税金費用） 233

 少数株主利益 －

 四半期純利益 349
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