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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1月31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4月期第3四半期 13,259 ― 278 ― 49 ― △66 ―
20年4月期第3四半期 12,624 △6.3 92 △83.5 △123 ― △262 ―

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3四半期 △7.25 ―
20年4月期第3四半期 △28.60 ―

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3四半期 19,393 3,532 18.2 384.92
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3四半期  3,532百万円 20年4月期  3,698百万円

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  有   

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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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  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

通期 16,840 0.5 360 ― 30 ― △70 ― △7.58

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） 

[(注) 詳細は、４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） 

※ 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、３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規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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4月期第3四半期  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3四半期  62,312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3四半期  9,181,338株 20年4月期第3四半期  9,188,345株
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当第３四半期連結累計期間における経済・業界環境を見ますと、昨年秋の所謂リーマン・ショック

後国内需要がドラスチックに落ち込み、歴史的に見ても未曾有な状況でありました。  

それまでに高騰していた石油価格は下落し、燃料費等は下がり製造コストは低下いたしましたもの

の、従来から進めておりました製品価格の値上げにつきましては得意先からのご理解を得ることが難

しくなり、経営の舵取りも機敏に状況に合わせつつ行わざるを得ない難しい環境が続きました。  

 この経営環境の中で、当社グループは営業面の強化、製造コストの大幅な圧縮に努めてまいりまし

た結果、売上高は13,259百万円となり、前年同期比635百万円増（5.0%増）を確保することが出来まし

た。売上総利益は、製造コストの削減、なかんずく固定費の圧縮に努めた結果、3,468百万円となり

346百万円改善(11.1%増)し、利益率も1.5%上昇いたしました。販売費及び一般管理費は貸倒れによる

損失負担の増加はありましたものの、それ以外の費用はほぼ予算の範囲となりました。従って、営業

利益は278百万円となり186百万円改善(3.0倍)し、経常利益も昨年度の赤字決算△123百万円から本年

度は49百万円と黒字化を果たし得ることができました。  

 一方、特別利益334百万円を計上いたしましたものの特別損失398百万円を計上いたしましたことか

ら、税金等調整前四半期純損失は14百万円となり、法人税等調整額41百万円（繰延税金資産の減少）

を計上いたしましたことから、四半期純損失66百万円となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。  

  

① 建材事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,250百万円と前年同期9,388百万円に比べ861百万円

(9.2%)の増収となり、営業利益は426百万円となりました。 

② 工業薬品事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,955百万円と前年同期3,204百万円に比べ248百万円(7.8%)

の減収となり、営業利益は274百万円となりました。 

③ 養殖事業 

当第３四半期連結累計期間の売上高は53百万円となり、営業損失は31百万円となりました。 

  

【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
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、19,393百万円と前連結会計年度末18,770百万円に比べ623

百万円増加いたしました。 

 資産面では、流動資産が10,981百万円となり、前期比1,497百万円増加しておりますが、このうち現

金及び預金が1,513百万円増加しております。現下の金融を取り巻く環境が極めて厳しいことから手元

資金を厚めにし運営を行っております。売上債権は528百万円増加いたしました。たな卸資産は434百万

円減少いたしました。固定資産は8,412百万円となり、前期比873百万円減少いたしました。有形固定資

産の減少632百万円、投資有価証券の減少206百万円が主たる要因であります。  

 一方、負債は15,861百万円となり、前期比789百万円増加いたしました。このうち、有利子負債は

1,019百万円増加しておりますが、流動資産の部でご説明しましたように手元流動性も高めるために一

時的に借入を増加させております。  

 純資産は3,532百万円となり、前期比166百万円減少いたしました。利益剰余金の減少66百万円、その

他有価証券評価差額金の減少97百万円が主たる要因であります。  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,323百万円となり、前連結会計年度

末と比べ1,513百万円増加いたしました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動による資金の増加は707百万円となりました。  

 主な要因は税金等調整前四半期損失14百万円に対し、減価償却費968百万円、売上債権の増加額528百

万円（資金の減少）、たな卸資産の減少額432百万円（資金の増加）、仕入債務の増加332百万円（資金

の増加）等によるものであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は221百万円となりました。   

 有形固定資産の取得による支出が480百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入が181百万

円、有形固定資産売却による収入が80百万円ありました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動による資金の増加は1,017百万円となりました。  

 有利子負債の増加が1,019百万円ありました。  

  

  

米国のサブプライムローン、リーマン・ショック等を起因とし、国内需要は昨年の秋口より急速に停滞

し、現時点における通期連結売上予想は16,840百万円とほぼ前期（16,755百万円）並みで、前回業績予想

（平成20年６月13日公表）18,550百万円を大きく下回るものと見込んでおります。一方損益面では、営業

利益、経常利益は前年の大幅な赤字から脱却し営業利益360百万円、経常利益30百万円と黒字化を果たせ

る見込みでありますが、前回業績予想の営業利益510百万円、経常利益230百万円と比べると減益となりま

す。また、当期純利益は特別損失であるたな卸資産の評価損、投資有価証券の評価損等から前回業績予想

の230百万円に対し、現時点では△70百万円と予想しております。  

 従いまして、大変遺憾ながら、期末配当は見送らせて頂きたく存じます。  

  

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。 

  

（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３四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 

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。 

  

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。 

  
  

① 「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)を第１四半期連結会計期間から適用しておりま

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 「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）を第１四半期

連結会計期間から適用し、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、営業利益及び経常利益は10百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は301百万円

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。 

  

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

-4-



（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、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、経常利益はそれぞれ57百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は57百

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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 2,323 809

受取手形及び売掛金 4,348 3,820

商品及び製品 2,736 3,153

仕掛品 540 478

原材料及び貯蔵品 618 698

繰延税金資産 291 373

その他 149 174

貸倒引当金 △28 △24

流動資産合計 10,981 9,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,203 2,312

機械装置及び運搬具（純額） 3,496 4,004

土地 1,262 1,323

建設仮勘定 77 15

その他（純額） 89 105

有形固定資産合計 7,129 7,761

無形固定資産 140 161

投資その他の資産   

投資有価証券 408 614

繰延税金資産 557 554

その他 254 231

貸倒引当金 △77 △37

投資その他の資産合計 1,143 1,362

固定資産合計 8,412 9,286

資産合計 19,393 18,770
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 3,331 2,999

短期借入金 4,300 3,100

1年内返済予定の長期借入金 1,723 1,505

1年内償還予定の社債 35 70

未払金 291 472

未払費用 176 235

未払法人税等 24 54

賞与引当金 22 377

設備関係支払手形 142 151

その他 134 73

流動負債合計 10,182 9,040

固定負債   

長期借入金 4,739 5,103

退職給付引当金 843 791

役員退職慰労引当金 95 136

固定負債合計 5,678 6,031

負債合計 15,861 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 1,311 1,377

自己株式 △23 △21

株主資本合計 3,686 3,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △153 △55

評価・換算差額等合計 △153 △55

純資産合計 3,532 3,698

負債純資産合計 19,393 18,770
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 13,259

売上原価 9,791

売上総利益 3,468

販売費及び一般管理費 3,189

営業利益 278

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 12

破損損害金 14

雑収入 11

営業外収益合計 38

営業外費用  

支払利息 195

雑支出 72

営業外費用合計 268

経常利益 49

特別利益  

賞与引当金戻入額 162

投資有価証券売却益 102

役員退職慰労引当金戻入額 26

貸倒引当金戻入額 20

有形固定資産売却益 16

その他 6

特別利益合計 334

特別損失  

たな卸資産評価損 290

投資有価証券評価損 66

たな卸資産廃棄損 22

災害による損失 18

特別損失合計 398

税金等調整前四半期純損失（△） △14

法人税、住民税及び事業税 12

過年度法人税等戻入額 △1

法人税等調整額 41

法人税等合計 52

四半期純損失（△） △66
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１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（△） △14

減価償却費 968

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △102

有形固定資産売却損益（△は益） △16

投資有価証券評価損益（△は益） 66

受取利息及び受取配当金 △13

支払利息 195

売上債権の増減額（△は増加） △528

たな卸資産の増減額（△は増加） 432

仕入債務の増減額（△は減少） 332

その他 △417

小計 957

利息及び配当金の受取額 13

利息の支払額 △221

法人税等の支払額 △42

営業活動によるキャッシュ・フロー 707

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 △480

有形固定資産の売却による収入 80

無形固定資産の取得による支出 △13

その他の収入 24

その他の支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △211

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） 1,200

長期借入れによる収入 1,200

長期借入金の返済による支出 △1,345

社債の償還による支出 △35

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,513

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 2,323
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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。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(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、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２百万円増加し、工

業薬品事業で13百万円減少しております。 

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、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78百万円減少し、工業薬品事業で20百万円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

10,250 2,955 53 ─ 13,259 ― 13,259

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ 169 169 (169) ―

計 10,250 2,955 53 169 13,429 (169) 13,259

営業利益又は営業損失(△) 426 274 △31 8 679 (400) 278

【所在地別セグメント情報】
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(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 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

項目 アジア 欧米 その他 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 476 369 280 1,126

Ⅱ 連結売上高 (百万円) ─ ─ ─ 13,259

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 3.6 2.8 2.1 8.5

(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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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

金額

Ⅰ 売上高 12,624

Ⅱ 売上原価 9,502

   売上総利益 3,121

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,028

   営業利益 92

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 14

 ２ 雑収入 29

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 187

 ２ 雑支出 72

   経常損失（△） △ 123

Ⅵ 特別利益 21

Ⅶ 特別損失 144

   税金等調整前四半期純損失（△） △ 245

   法人税、住民税及び事業税 12

   法人税等調整額 5

   四半期純損失（△） △ 262
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