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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年４月期第１四半期の連結業績（平成20年５月１日～平成20年７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 ％

21年４月期第１四半期 4,374 ─ △ 25 ─ △ 98 ─ △ 78 ─

20年４月期第１四半期 4,063 △ 13.4 99 △ 25.2 46 △ 33.4 9 △ 57.3

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４月期第１四半期 △ 8 52 ─ ─

20年４月期第１四半期 1 07 ─ ─

　(2) 連結財政状態

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４月期第１四半期 18,460 3,499 19.0 381 06

20年４月期 18,770 3,698 19.7 402 73
(参考) 自己資本 21年４月期第１四半期 3,499百万円 20年４月期 3,698百万円

2. 配当の状況

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４月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 0 00 0 00

21年４月期 ─ ─ ─── ─── ─── ─ ─

21年４月期(予想) ─── 0 00 ─ ─ 10 00 10 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年４月期の連結業績予想（平成20年５月１日～平成21年４月30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)

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 8,720 ─ 40 ─ △ 100 ─ △ 100 ─ △ 10 82

通 期 18,550 10.7 510 ─ 230 ─ 230 ─ 24 89
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

― 1 ―

決算短信 2008年09月11日 18時15分 01987xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(2)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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(3)をご覧ください。]
(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）

21年４月期第１四半期 9,240,000株 20年４月期 9,240,000株

　② 期末自己株式数

21年４月期第１四半期 57,557株 20年４月期 55,569株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年４月期第１四半期 9,183,628株 20年４月期第１四半期 9,191,015株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 (1)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仮定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、４ページ
「定性的情報・財務諸表等 3.連結業績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
諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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・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１四半期連結会計期間は、昨年度同様に個人消費、設備投資の低迷が続き、加えて住宅着工件数も

昨年の建築基準法の改正以降対前年同月比マイナスが続いております。また、エネルギーコストも高止ま

っており極めて厳しい経営環境が続きました。 

　当社グループは営業面の強化に全力を上げ、売上高は4,374百万円と昨年同期比311百万円増（7.7%）を

達成いたしました。 

　一方、コスト面では、固定費の削減や生産効率の改善等に全力を傾注いたしましたものの、材料費、燃

料費等の上昇負担が大きく売上原価は3,325百万円と昨年同期比363百万円増（12.3%）となり、売上総利

益は1,049百万円と昨年同期比51百万円減（4.7%）となりました。また、販売費及び一般管理費は販売量

の増加に伴う運送費の増加もあって、1,075百万円と昨年同期比73百万円増（7.4%）となり、営業損失は

25百万円と昨年同期比125百万円減、経常損失は98百万円と昨年同期比144百万円減となりました。 

　特別損益では、賞与引当金戻入額162百万円、投資有価証券売却益102百万円、貸倒引当金戻入額20百万

円を計上いたしましたが、たな卸資産評価損等を295百万円計上し、税金等調整前四半期純損失は102百万

円と昨年同期比113百万円減、四半期純損失は78百万円と昨年度同期比88百万円減となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 建材事業 

　当第１四半期連結会計期間の売上高は3,241百万円と昨年同期比206百万円増（6.8%）となりました。 

　住宅着工件数が減少し、市場規模が縮小している折、新商品の投入やきめ細かな新規顧客活動により売

上増を達成しております。損益面では、生産効率の上昇や固定費圧縮等に努めましたものの、原料、材料

費の上昇により営業利益は14百万円となりました。

② 工業薬品事業 

　当第１四半期連結会計期間の売上高は1,122百万円と昨年同期比106百万円（10.5%）となりました。 

　昨年度に設備投資を行った難燃性水酸化マグネシウムの２期投資により生産能力が拡大し、市場の需要

の応じたものであります。損益面では償却負担が重く償却後の営業利益は124百万円でありますが、今後

償却負担が軽減すると共に増益になるものと見込んでおります。

③ 養殖事業

　当第１四半期連結会計期間の売上高は10百万円となり、営業損失は27百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

総資産は18,460百万円と20年４月期（以下前期）比309百万円減少いたしました。

　資産面では流動資産が9,489百万円と前期比５百万円の増加をしておりますが、主な内訳は現金及び預金

が350百万円増加、受取手形及び売掛金が256百万円増加、商品及び製品が480百万円減少となっておりま

す。固定資産は8,971百万円と前期比315百万円の減少をしております。主な内訳は有形固定資産が169百万

円減少、投資その他資産が137百万円減少となっております。 

　負債は14,961百万円と前期比109百万円減少しました。このうち有利子負債は10,421百万円と前期比643

百万円増加しました。 

　純資産は3,499百万円と前期比199百万円減少しました。このうち株主資本の減少額は78百万円です。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,159百万円で、前期末比350

百万円増加いたしました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は250百万円となりました。 

　主な要因は、減価償却費317百万円、たな卸資産の減少額530百万円等により資金が増加しま

したが、一方で税金等調整前四半期純損失102百万円、売上債権の増加額256百万円、仕入債務

の減少額314百万円等により資金が減少した事によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は42百万円となりました。有形固定資産の取得による支出が

244百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入が181百万円ありました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は642百万円となりました。短期借入金の純増額300百万円と長期借入れ

による収入900百万円、同返済金556百万円によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済見通しは、今期同様に厳しい環境が継続するものと予想されます。一方、営業力の強化、製造

コストの削減等注力してきた分野については相応の効果も期待できますことから、現時点における業績見通

しは、第２四半期累計期間、通期とも当初予想の見直しを行っておりません。

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

（簡便な会計処理）

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貸倒見積高

を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚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、棚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原価差額の配賦方法

予定価格を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上

原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に前連結会計年度末の配賦割合をもとに配賦し

ております。

④固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。
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⑤法人税等並びに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

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

該当事項はありません。

(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の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。

② 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、評価基準については、移動平均法による原

価法から移動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）に変更しております。

　なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫

に含まれる変更差額（290百万円）を「たな卸資産評価損」として特別損失に計上しておりま

す。

　これにより、営業損失及び経常損失は30百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は259

百万円増加しております。

　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）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ19百万円増加してお

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。
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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７月31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４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,159 809

受取手形及び売掛金 4,076 3,820

商品及び製品 2,672 3,153

仕掛品 473 478

原材料及び貯蔵品 653 698

繰延税金資産 322 373

その他 156 174

貸倒引当金 △26 △24

流動資産合計 9,489 9,483

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,275 2,312

機械装置及び運搬具（純額） 3,834 4,004

土地 1,323 1,323

建設仮勘定 54 15

その他（純額） 103 105

有形固定資産合計 7,591 7,761

無形固定資産 153 161

投資その他の資産

投資有価証券 454 614

繰延税金資産 585 554

その他 204 231

貸倒引当金 △19 △37

投資その他の資産合計 1,225 1,362

固定資産合計 8,971 9,286

資産合計 18,460 18,770
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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７月31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４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,685 2,999

短期借入金 3,400 3,100

1年内返済予定の長期借入金 1,638 1,505

1年内償還予定の社債 70 70

未払金 392 472

未払費用 157 235

未払法人税等 15 54

賞与引当金 101 377

設備関係支払手形 133 151

その他 131 73

流動負債合計 8,725 9,040

固定負債

長期借入金 5,313 5,103

退職給付引当金 797 791

役員退職慰労引当金 124 136

固定負債合計 6,236 6,031

負債合計 14,961 15,071

純資産の部

株主資本

資本金 1,320 1,320

資本剰余金 1,078 1,078

利益剰余金 1,299 1,377

自己株式 △22 △21

株主資本合計 3,675 3,754

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △176 △55

評価・換算差額等合計 △176 △55

純資産合計 3,499 3,698

負債純資産合計 18,460 18,770
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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５月１日

 至 平成20年７月31日)

売上高 4,374

売上原価 3,325

売上総利益 1,049

販売費及び一般管理費 1,075

営業損失（△） △25

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 10

破損損害金 5

雑収入 6

営業外収益合計 23

営業外費用

支払利息 63

たな卸資産評価損 19

雑支出 12

営業外費用合計 95

経常損失（△） △98

特別利益

賞与引当金戻入額 162

投資有価証券売却益 102

貸倒引当金戻入額 20

その他 6

特別利益合計 291

特別損失

たな卸資産評価損 290

たな卸資産廃棄損 4

特別損失合計 295

税金等調整前四半期純損失（△） △102

法人税、住民税及び事業税 4

過年度法人税等戻入額 △7

法人税等調整額 △20

法人税等合計 △24

四半期純損失（△） △78
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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５月１日

 至 平成20年７月31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損失（△） △102

減価償却費 317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △102

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 63

売上債権の増減額（△は増加） △256

たな卸資産の増減額（△は増加） 530

仕入債務の増減額（△は減少） △314

その他 △244

小計 △141

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △94

法人税等の支払額 △26

営業活動によるキャッシュ・フロー △250

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 181

有形固定資産の取得による支出 △244

無形固定資産の取得による支出 △3

その他の収入 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △42

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） 300

長期借入れによる収入 900

長期借入金の返済による支出 △556

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 350

現金及び現金同等物の期首残高 809

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,159
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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

表の用語、様式及び作成方法に関する規則」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

【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５月１日 至 平成20年７月31日)

建材事業
(百万円)

工業薬品事業
(百万円)

養殖事業
（百万円）

その他の事業
(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

3,241 1,122 10 ─ 4,374 ― 4,374

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ ─ ─ 44 44 (44) ―

計 3,241 1,122 10 44 4,419 (44) 4,374

営業利益又は営業損失(△) 14 124 △27 2 113 (139) △25

(注) １ 事業の区分は主として、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業区分の主要製品・商品

(1) 建材事業…………住宅・ビル用不燃内外装材

(2) 工業薬品事業……マグネシウム類薬品、カルシウム類薬品、セラミックス原料及び製品

(3) 養殖事業…………養殖魚

(4) その他の事業……セメント等建築資材

３ 会計処理の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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」に記載のとおり、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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、建材事業で18百万円、工業薬品事業で

12百万円それぞれ増加しております。

４ 追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、有形固

定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。これにより、営業利益が、

建材事業で27百万円減少し、工業薬品事業で7百万円増加しております。

【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５月１日 至 平成20年７月31日)

在外支店及び在外連結子会社がないため、所在地別セグメント情報は作成しておりません。
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)

項目 アジア 欧米 その他 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 255 125 98 480

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ 4,374

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 5.8 2.9 2.3 11.0

(注) １ 国又は地域の区分は、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

アジア:東アジア諸国

欧 米 :ヨーロッパ諸国、米国

その他:上記以外の諸国

(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。
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

金額

Ⅰ 売上高 4,063

Ⅱ 売上原価 2,962

　 売上総利益 1,100

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,001

　 営業利益 99

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息及び配当金 11

　２ 雑収入 11

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 60

　２ 雑支出 15

　 経常利益 46

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 34

　 税金等調整前四半期純利益 11

　 法人税、住民税及び事業税 ─

　 法人税等調整額 1

　 四半期純利益 9
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