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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 23,922 ― 1,192 ― 1,099 ― 620 ―
20年3月期第2四半期 19,822 11.6 1,091 5.2 1,143 5.2 796 40.4

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2四半期 7.67 ―
20年3月期第2四半期 9.84 ―

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2四半期 43,235 24,929 57.6 307.85
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2四半期  24,907百万円 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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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．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。なお、上記予想   
に関する事項は３ページをご参照ください。 
 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  40,712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2四半期  80,909,286株 20年3月期第2四半期  80,919,518株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界経済の減

速や、原燃料の価格高騰に伴う生産コストの上昇による企業収益の減少により、輸出や設備投資が弱含む

など景気は減速基調で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループの主要取引先である鉄鋼業界は、原燃料高の影響を受ける不安材

料があったものの、国内需要やアジア向けの輸出が堅調に推移し、引続き高水準の粗鋼生産量を維持しま

した。このため、当社におきましても、鉄鋼関連を中心にマグネシア、カルシア製品の売上高は増加しま

した。また、ファイン製品につきましては、機能性材料などを中心に売上高は増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、239億2千2百万円（前年同期比20.7％増）となり

ました。 

 損益面におきましては、燃料価格高騰に伴う製品価格の是正や全社的な諸経費等の削減に努めました。

加えて、中国軽焼マグの国内入荷量減少による当社品への代替需要や、新規用途向け製品の出荷拡大も図

れたことにより、営業利益は11億9千2百万円（前年同期比9.2％増）となりました。経常利益は、為替影

響から10億9千9百万円（前年同期比3.9％減）となり、四半期純利益につきましては、特別利益の減少に

より6億2千万円（前年同期比22.0％減）となりました。 

  
  

当第２四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35億6千1百万円増加の432億3千5百

万円となりました。流動資産が37億9千万円増加しており、現金及び預金の増加（8億9千2百万円）、受取

手形及び売掛金の増加（12億6千2百万円）原材料及び貯蔵品の増加（11億2千1百万円）がその主な要因で

あります。 

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

なりました。運転資金等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２四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1億5千1百万円減少の249億2千9百万

円となりました。四半期純利益（6億2千万円）に対し、前連結会計年度末の剰余金の配当（8億9百万円）

による利益剰余金の減少が主な要因であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は24億1千万円となり、前連結会計年度

末に比べ9億4千4百万円の収入となりました。 

  

（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、4億7千8百万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、仕入債務の増加などの資金収入があったものの、売上債権、たな卸資産が大幅に増加し

たこと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、10億3千9百万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、25億8千2百万円の収入となりました。燃料等の購入資金を一時

的に金融機関からの借入で賄っていることが主な要因であります。   

 

  

【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
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今後の見通しにつきましては、企業収益の悪化を背景とした設備投資の減少や個人消費の低迷から、景

気の後退が続くものと予想されます。また、原油をはじめとする燃料価格の動向や為替相場の先行きなど

不安材料も多く、経営環境は今後も予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 当社グループでは、全てのステークホルダーに対して常に信頼される会社となることを目指し、平成20

年度（当連結会計年度）を初年度とする新３ヵ年経営計画「ネクストステージＧｏＧｏ」を策定しており

ます。ファイン事業の拡大と、基盤事業であるマグネシア事業およびカルシア事業のさらなる強化によ

り、高収益を安定的に確保できる企業体質の確立を目指してまいります。 

 また、今後とも、法令遵守、環境保全、安全対策、内部統制システムの強化などにも努め、社会的な責

任を果たしていくことにより、企業価値の向上を目指してまいります。  

 なお、通期の業績予想につきましては、経済環境が大きく変動しており、当社を取り巻く環境にも不透

明感があります。今後の業績の推移を見極めながら、必要に応じ業績予想の見直しを行う予定にしており

ます。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

税金費用については、当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、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、第２四半期連結累計

期間の営業利益、経常利益がそれぞれ35百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は65百万

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） 

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,410 1,518 

受取手形及び売掛金 16,210 14,948 

商品及び製品 3,215 2,845 

仕掛品 976 801 

原材料及び貯蔵品 2,203 1,081 

その他 524 557 

貸倒引当金 △40 △42 

流動資産合計 25,500 21,710 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,043 4,139 

機械装置及び運搬具（純額） 4,930 5,431 

土地 5,429 5,429 

その他（純額） 886 538 

有形固定資産合計 15,289 15,539 

無形固定資産 125 140 

投資その他の資産 

投資有価証券 844 770 

その他 1,479 1,516 

貸倒引当金 △3 △3 

投資その他の資産合計 2,320 2,283 

固定資産合計 17,735 17,963 

資産合計 43,235 39,673 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,169 6,379 

短期借入金 6,065 2,665 

未払法人税等 476 367 

賞与引当金 597 608 

その他 2,168 2,697 

流動負債合計 16,476 12,718 

固定負債 

長期借入金 75 83 

退職給付引当金 1,285 1,366 

役員退職慰労引当金 148 141 

その他 320 282 

固定負債合計 1,829 1,874 

負債合計 18,305 14,592 

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 20,003 20,191 

自己株式 △12 △11 

株主資本合計 24,922 25,111 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △15 △30 

評価・換算差額等合計 △15 △30 

少数株主持分 22 － 

純資産合計 24,929 25,081 

負債純資産合計 43,235 39,673 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 23,922 

売上原価 18,668 

売上総利益 5,254 

販売費及び一般管理費 4,061 

営業利益 1,192 

営業外収益 

受取利息 3 

受取配当金 3 

受取賃貸料 26 

その他 76 

営業外収益合計 109 

営業外費用 

支払利息 36 

為替差損 121 

その他 45 

営業外費用合計 202 

経常利益 1,099 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 3 

特別利益合計 3 

特別損失 

たな卸資産評価損 29 

減損損失 15 

特別損失合計 44 

税金等調整前四半期純利益 1,058 

法人税等 414 

少数株主利益 22 

四半期純利益 620 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 1,058 

減価償却費 907 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少） 

△74 

受取利息及び受取配当金 △6 

支払利息 36 

為替差損益（△は益） 119 

有形固定資産売却損益（△は益） △1 

有形固定資産除却損 7 

減損損失 15 

売上債権の増減額（△は増加） △1,262 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,695 

仕入債務の増減額（△は減少） 850 

未払消費税等の増減額（△は減少） △115 

その他 40 

小計 △123 

利息及び配当金の受取額 6 

利息の支払額 △45 

法人税等の支払額 △316 

営業活動によるキャッシュ・フロー △478 

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 

定期預金の払戻による収入 53 

有形固定資産の取得による支出 △1,043 

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 1 

その他の支出 △5 

その他の収入 2 

長期貸付金の回収による収入 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 

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 △7 

自己株式の取得による支出 △1 

自己株式の処分による収入 0 

配当金の支払額 △809 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,582 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 944 

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 2,410 
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、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26百万円、「カルシア事業」は１百万円、「ファインその他事業」については、７百万円それぞれ

減少しております。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

8,080 13,223 2,618 23,922 ― 23,922

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 0 948 949 (949) ―

計 8,080 13,223 3,567 24,871 (949) 23,922

  営業利益 890 537 640 2,069 (876) 1,192

(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)前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

 売上高 19,822

 売上原価 14,938

 売上総利益 4,883

 販売費及び一般管理費 3,792

 営業利益 1,091

 営業外収益

 受取利息及び配当金 10

 その他 95

  計 106

 営業外費用

 支払利息 25

 その他 28

  計 54

 経常利益 1,143

 特別利益

 固定資産売却益 140

 貸倒引当金戻入額 37

  計 178

 特別損失

 固定資産除却損 4

 その他 2

  計 6

 税金等調整前中間純利益 1,315

 法人税・住民税及び事業税 392

 法人税等調整額 126

  計 519

 少数株主利益 －

 中間純利益 796
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