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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 8,120 △0.7 △105 ― △128 ― △300 ―

20年3月期 8,177 0.5 △135 ― 27 △25.6 △88 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △26.18 ― △6.4 △1.4 △1.3

20年3月期 △7.57 ― △1.7 0.3 △1.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 8,731 4,604 50.3 392.00
20年3月期 9,948 5,194 49.7 423.66

（参考） 自己資本   21年3月期  4,389百万円 20年3月期  4,949百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 627 △328 △319 845
20年3月期 728 △637 △237 882

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 35 ― 0.7
21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 33 ― 0.7

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

3,600 △17.6 20 △29.1 30 △61.2 20 △67.0 1.75

通期 7,500 △7.6 80 ― 100 ― 50 ― 4.36



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益(連結）の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  513,225株 20年3月期  28,252株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 7,780 △2.1 △115 ― △123 ― △310 ―

20年3月期 7,945 △0.3 △153 ― 13 △46.6 △102 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △27.06 ―

20年3月期 △8.75 ―

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 8,323 4,310 51.8 384.98
20年3月期 9,582 4,855 50.7 415.69

（参考） 自己資本 21年3月期  4,310百万円 20年3月期  4,855百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、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。 



(1）経営成績に関する分析 

 昨年９月に起こった大手証券会社リーマン・ブラザーズ破綻に端を発する米国の金融危機はそこに止まらず世界的

な実経済の悪化につながりました。2007年10月をピークに景気後退が続いているわが国経済は、この海外経済の急減

速から輸出の大幅な減少を招き製造業を中心に企業業績が急速に悪化し、個人消費も雇用・所得環境に対する不安感

から弱い動きが続いております。 

 このような経済情勢下、当社グループにおきましては年度の前半は急激な原油高騰を主因とするコストアップ要因

があったものの、前期までの原材料価格上昇分を製品販売価格へ概ね転嫁でき、ここ数年来行ってきた省エネルギ

ー、省人化及び環境対策を目的とした大規模な設備投資の効果も表れ始め、また、海外へのプラント販売が成約した

ことなど業績改善の兆しが見えておりました。ところが上述昨秋以降の景気後退は当社グループにも悪影響を与え特

に12月以降、主に自動車部品・建設関連向け製品の納入数量が大幅に減少した結果、当連結会計年度の通期売上高は

81億20百万円（前年同期比57百万円、0.7％減少）となりました。利益面でも期の後半の不振により営業損失１億５

百万円（前年同期比30百万円損失減少）、経常損失は原油デリバティブの評価損も加わり１億28百万円（前年同期比

１億55百万円悪化）となり、土地の売却などによる特別利益があったものの、遊休資産などの減損処理による特別損

失計上及び繰延税金資産を１億10百万円取崩し法人税等調整額に計上したことなどにより当期純損失は３億円（前年

同期比２億11百万円損失増加）と厳しい決算となりました。 

 次期の見通しにつきましては、各国の金融市場が安定を取り戻したものの、輸出産業をはじめとした実需の回復や

財政出動の効果が出るのには時間を要すると見られ、厳しい経済環境が続くものと思われますが、当社グループとい

たしましては引き続き新製品・新市場での拡販に注力するとともに、より一層のコストダウンにより業績回復に努め

てまいる所存であります。 

 平成22年３月期（平成21年度）の通期業績予想としましては売上高75億円（前年同期比６億20百万円、7.6％減

少）、営業利益80百万円（前年同期は１億５百万円の営業損失）、経常利益１億円（前年同期は１億28百万円の経常

損失）、当期純利益50百万円（前年同期は３億円の当期純損失）を見込んでおり、配当金につきましては期末配当１

株当たり３円を予定しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ12億17百万円減少し87億31百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が３億87百万円、機械装置及び運搬具３億63百万円、投資有価証券１億96百万

円それぞれ減少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、６億27百万円減少し41億26百万円となりました。これは主に短期借入金が１億18百万円増

加したものの、支払手形及び買掛金が２億50百万円、長期借入金が３億39百万円減少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、５億89百万円減少し46億４百万円となり、自己資本比率は50.3％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は８億45百万円となり、前連結会計年度

末に比べ37百万円減少いたしました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は６億27百万円となりました。これは主に減価償却費６億32百万円、売上債権の

減少３億81百万円などによる資金増加に対し、仕入債務の減少２億45百万円など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） 

 投資活動の結果減少した資金は３億28百万円となりました。これは主に投資不動産売却による収入59百万円に

対し、生産設備などの有形固定資産取得による支出３億81百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は３億19百万円となりました。これは主に短期借入金の増加１億44百万円、長期

借入金の増加54百万円による収入に対し、長期借入金の返済４億５百万円、自己株式取得75百万円による支出、

配当金の支払い35百万円などによるものであります。 

１．経営成績
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様方への適正な利益還元を重視し、安定的な配当を継

続することを基本としております。内部留保金につきましては、長期的展望に立った企業基盤強化のため、研究開発

投資及び効率化、省力化、環境保全のための設備投資等に活用致します。 

 また、平成21年３月期の配当につきましては、１株当たり３円の期末配当を予定しております。 

 今後につきましては、株主の皆様方への利益還元の一環といたしまして、経営環境の変化に対応しつつ自己株式の

取得等も検討して参りたいと考えております。 

  

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 51.7 47.5 49.4 49.7 50.3  

時価ベースの自己資本比率

（％） 
52.0 43.7 27.6 32.4 13.5  

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
4.5 8.2 16.6 2.7 2.7  

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
26.5 18.0 5.6 33.0 31.7  
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業に関する主なリスクは以下のものが考えられ、これらのリスクを低減するべく努力をしており

ます。しかしながら、予想を超えた事態が発生した場合は、経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性

があり、また、これらのリスクだけに限定されるものではありません。 

 なお当該リスクにおける将来に関する記載内容は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

あります。 

 ①原料の調達について 

 当社グループが調達する原料には、特定少数の仕入先からしか入手できないものがあり、また、海外からの調

達等のため、仕入先の国の政治・経済や為替動向により仕入量及び単価が大きく変動し、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 ②知的財産権の保護について 

 当社グループは、他社製品との差別化を図るために独自の技術開発と知的財産権の保護に努めておりますが、

第三者による当社グループの知的財産を使用した類似製品の製造販売を完全に防止できないことや、当社グルー

プの製品が他社の知的財産権の侵害をしていると判断されることが生じた場合、当社グループの業績及び財務状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ③特定の業種への依存について 

 当社グループは無機添加剤のサプライヤーでありますが、そのなかで合成樹脂向けの一部であるビデオテープ

のブロッキング防止剤としての特殊化合炭酸カルシウムは、録画機能のデジタル化に伴い販売量が減少すると予

想されます。 

 ④貸倒れリスクについて 

 当社グループでは、売上債権管理として与信年齢調べ、回収条件の厳正運用及び引当金の設定などを行い、不

測の事態に対応するべく努力しておりますが、取引先の信用不安などから予期せぬ貸倒れにより当社グループの

業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤製品の品質と責任について 

 当社グループは、顧客に信頼ざれるべく品質第一に製品開発を行い、国際的な品質管理システムに則り製品を

設計、製造しております。また、生産物責任賠償保険に加入しておりますが、これらを超える重大な品質トラブ

ルが発生した場合、当社グループ及び製品への信頼を失う恐れがあり、当社グループの業績及び財務状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥事故及び災害について 

 当社グループは、事故及び災害による製造設備の停止を防止するために、設備点検の実施、安全装置、消火設

備の充実などを実施する一方、生産拠点の分散を図るなど製品の安定供給体制設備に努めております。しかしな

がら、予想を上回る大規模な産業事故、大規模災害などによる製造設備の損壊を被るような事態が発生した場

合、当社グループの業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦繰延税金資産の取崩しについて 

 当社グループは、将来の課税所得に関する予測・仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断を行ってお

りますが、将来の課税所得の予測・仮定が変更され、繰延税金資産の一部ないしは全部が回収できないと判断さ

れた場合、繰延税金資産は減額され、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ⑧固定資産の減損について 

 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。将来、業績の大幅な悪化や不動産価格

の下落等があった場合、減損損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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 当社グループ（当社及び子会社４社で構成）は、塗料原料、ゴム・合成樹脂の補強充填剤、薬品及び食品添加用など

の用途向けの各種炭酸カルシウムの製造販売を主たる事業としております。 

 当社と関係会社の位置付けは次のとおりであります。 

 当社が化合炭酸カルシウム及び重質炭酸カルシウムを、子会社九州カルシウム㈱が重質炭酸カルシウムを、子会社東

莞立丸奈米科技有限公司が化合炭酸カルシウムを製造し、当社及び子会社九州カルシウム㈱・丸尾（上海）貿易有限公

司が販売しております。 

 また、当社の関係会社以外からタルク、クレーなどを購入し、当社及び丸尾（上海）貿易有限公司が販売しておりま

す。 

 なお、東洋白土㈱につきましては、平成19年３月20日をもって生産活動を休止しております。 

 以上述べた事項を事業系統図で示すと下記のとおりになります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループにおきましては、「社会からの信頼」を第一義と考え、「未知への挑戦」と「困難に立ち向かう勇気

と力」をキーワードとして、グループ各企業のあるべき姿を「働く人がいきいきしている企業」、「顧客に感動を与

える企業」、「社会に必要とされる企業」と定め、炭酸カルシウムを核とする無機化学薬品メーカーとして、基礎研

究、開発研究を充実し、そこから生み出される独自技術に基づいた高付加価値品の開発、製造、販売を行う高収益体

質の企業グループを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業活動の成果を表す経営指標としては収益性を重視し、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）70

円、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）７％を中長期の目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、炭酸カルシウムで培われた技術を基に精密無機化学薬品のサプライヤーとして、基礎研究、開発研究を充

実し、環境にやさしく、人にやさしい生活用品、工業用品、建築資材などの原材料や補助栄養添加剤などを独自技術

で製造し、世界の企業、世界の人々に提供する高収益体質の会社を目指しております。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、業務改革や不断の合理化努力を通じて収益の向上を図り、変化の激しい時代において企業価値を

高めるため、次の５項目に充填をおいて経営を進めてまいります。 

  ①商品開発におけるマーケットインの徹底 

  ②情報、スピードを重視した営業体制の確立 

  ③情報・技術の共有化の徹底 

  ④環境問題と品質保証への積極的な取り組み 

  ⑤チャレンジと創造性尊重の人事システムの確立 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 882,908 845,584

受取手形及び売掛金 3,220,112 2,832,806

たな卸資産 498,204 －

商品及び製品 － 252,743

仕掛品 － 64,473

原材料及び貯蔵品 － 160,255

繰延税金資産 58,995 60,054

その他 248,549 59,290

貸倒引当金 △5,503 △11,376

流動資産合計 4,903,266 4,263,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 992,859 1,056,845

機械装置及び運搬具（純額） 1,894,378 1,530,849

土地及び砿山用土地 679,948 648,961

リース資産（純額） － 14,452

建設仮勘定 78,140 61,137

その他（純額） 33,711 23,148

有形固定資産合計 3,679,038 3,335,394

無形固定資産   

鉱業権 99,356 99,356

その他 5,591 15,306

無形固定資産合計 104,948 114,663

投資その他の資産   

投資有価証券 757,529 561,096

長期貸付金 2,850 4,165

繰延税金資産 57,750 14,520

投資不動産（純額） 215,774 212,931

その他 237,052 233,777

貸倒引当金 △9,935 △9,279

投資その他の資産合計 1,261,020 1,017,210

固定資産合計 5,045,008 4,467,269

資産合計 9,948,275 8,731,101
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,536,479 1,285,773

短期借入金 766,559 884,854

未払金 293,820 187,253

リース債務 － 4,140

未払法人税等 5,279 13,972

賞与引当金 124,716 116,644

設備関係支払手形 2,796 9,413

その他 244,528 88,604

流動負債合計 2,974,179 2,590,655

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 665,731 326,478

リース債務 － 11,018

繰延税金負債 － 43,299

退職給付引当金 461,517 487,498

役員退職慰労引当金 134,695 149,027

その他 17,398 18,338

固定負債合計 1,779,342 1,535,661

負債合計 4,753,522 4,126,316

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 3,362,714 3,027,637

自己株式 △7,335 △82,608

株主資本合計 4,662,501 4,252,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283,302 158,324

為替換算調整勘定 3,228 △21,352

評価・換算差額等合計 286,530 136,972

少数株主持分 245,720 215,660

純資産合計 5,194,752 4,604,784

負債純資産合計 9,948,275 8,731,101
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,177,898 8,120,433

売上原価 6,657,569 6,600,587

売上総利益 1,520,328 1,519,846

販売費及び一般管理費 1,656,048 1,625,115

営業損失（△） △135,719 △105,268

営業外収益   

受取利息 4,392 1,806

受取配当金 16,508 16,364

不動産賃貸料 51,494 54,475

デリバティブ評価益 108,885 －

デリバティブ決済益 － 14,823

その他 24,131 7,039

営業外収益合計 205,412 94,509

営業外費用   

支払利息 22,056 19,822

為替差損 14,235 11,623

デリバティブ評価損 － 77,877

その他 6,083 8,075

営業外費用合計 42,376 117,398

経常利益又は経常損失（△） 27,317 △128,158

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,936 597

投資有価証券売却益 178 2,547

契約解除違約金 10,000 －

投資不動産売却益 － 56,860

その他 465 －

特別利益合計 15,581 60,006

特別損失   

固定資産処分損 57,731 35,168

役員退職慰労金 24,828 1,258

投資有価証券評価損 － 10,893

減損損失 － 47,442

その他 5,198 4,026

特別損失合計 87,758 98,788

税金等調整前当期純損失（△） △44,860 △166,940

法人税、住民税及び事業税 10,381 10,948

過年度法人税等 △10,230 －

法人税等調整額 47,017 136,693

法人税等合計 47,167 147,642

少数株主損失（△） △3,557 △14,551

当期純損失（△） △88,470 △300,031

2009/05/14 14:01:04

- 8 -



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 871,500 871,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 871,500 871,500

資本剰余金   

前期末残高 435,622 435,622

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 435,622 435,622

利益剰余金   

前期末残高 3,486,242 3,362,714

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △88,470 △300,031

当期変動額合計 △123,528 △335,076

当期末残高 3,362,714 3,027,637

自己株式   

前期末残高 △6,186 △7,335

当期変動額   

自己株式の取得 △1,149 △75,273

当期変動額合計 △1,149 △75,273

当期末残高 △7,335 △82,608

株主資本合計   

前期末残高 4,787,179 4,662,501

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △88,470 △300,031

自己株式の取得 △1,149 △75,273

当期変動額合計 △124,677 △410,350

当期末残高 4,662,501 4,252,151
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 539,520 283,302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △256,218 △124,977

当期変動額合計 △256,218 △124,977

当期末残高 283,302 158,324

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 35,898 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35,898 －

当期変動額合計 △35,898 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △227 3,228

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,455 △24,580

当期変動額合計 3,455 △24,580

当期末残高 3,228 △21,352

評価・換算差額等合計   

前期末残高 575,191 286,530

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △288,661 △149,558

当期変動額合計 △288,661 △149,558

当期末残高 286,530 136,972

少数株主持分   

前期末残高 129,084 245,720

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 116,635 △30,059

当期変動額合計 116,635 △30,059

当期末残高 245,720 215,660

純資産合計   

前期末残高 5,491,456 5,194,752

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △88,470 △300,031

自己株式の取得 △1,149 △75,273

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,025 △179,617

当期変動額合計 △296,703 △589,967

当期末残高 5,194,752 4,604,784
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △44,860 △166,940

減価償却費 690,921 632,219

固定資産処分損益（△は益） 57,731 35,168

減損損失 － 47,442

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,595 5,217

賞与引当金の増減額（△は減少） △84 △8,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △105,138 14,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,534 25,980

受取利息及び受取配当金 △20,901 △18,170

支払利息 22,056 19,822

デリバティブ評価損益（△は益） △108,885 77,877

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,893

投資有価証券売却損益（△は益） △178 △2,547

投資不動産売却損益（△は益） － △56,860

売上債権の増減額（△は増加） 380,525 381,488

たな卸資産の増減額（△は増加） △88,308 18,626

仕入債務の増減額（△は減少） △32,828 △245,632

未払金の増減額（△は減少） △25,342 △91,550

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,445 △5,491

その他 15,990 △40,269

小計 761,083 633,533

利息及び配当金の受取額 21,479 18,840

利息の支払額 △22,310 △19,210

法人税等の支払額 △42,645 △5,232

法人税等の還付額 10,774 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 728,381 627,930

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 △695,805 △381,770

有形固定資産の売却による収入 3,150 －

無形固定資産の取得による支出 △738 △10,245

投資有価証券の取得による支出 △4,276 △2,573

投資有価証券の売却による収入 100,616 14,193

貸付けによる支出 － △2,560

貸付金の回収による収入 1,310 1,245

投資不動産の売却による収入  59,336

その他 △41,490 △5,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △637,234 △328,015
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） 141,313 144,785

長期借入れによる収入 300,000 54,279

長期借入金の返済による支出 △443,157 △405,632

社債の償還による支出 △320,000 －

リース債務の返済による支出 － △2,973

少数株主からの払込みによる収入 120,193 －

自己株式の取得による支出 － △75,273

配当金の支払額 △35,168 △35,177

その他 △1,149 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,968 △319,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,455 △17,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,365 △37,324

現金及び現金同等物の期首残高 1,026,274 882,908

現金及び現金同等物の期末残高 882,908 845,584
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産 

製品・仕掛品 売価還元法による

原価法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産 

製品・仕掛品  

 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）を採用しており

ます。 

  商品・原材料 総平均法による原

価法 

商品・原材料  

 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）を採用しておりま

す。 

  貯蔵品    終仕入原価法 貯蔵品     同左 

    （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「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

日公表分）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産及び投資その他の資

産（投資不動産） 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外連結子会社は当該国

の会計基準の規定に基づく定額法を

採用しております。 

 ただし、当社及び国内連結子会社

は平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額法、

砿山用土地については生産高比例法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

・建物及び構築物   ５～50年 

・機械装置及び運搬具 ２～10年 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く）及び投資その他の資産（投資不

動産） 

同左 

  

  

  

  

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これにより営業損失は18,738千円増

加し、経常利益は18,738千円減少し、

税金等調整前当期純損失は18,738千円

増加しております。 

  

    ────── 
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 なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

 これにより営業損失は56,526千円増

加し、経常利益は56,526千円減少し、

税金等調整前当期純損失は56,526千円

増加しております。 

  

    ────── 

  

  ② 無形固定資産 

 鉱業権については生産高比例法 

 ソフトウェアについては、自社に

おける利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  ────── 

  

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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に

よっております。  

  (ハ)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。 

────── 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「電話加

入権」及び「ソフトウェア」（当連結会計年度末の残高

はそれぞれ4,823千円、768千円）は、金額的重要性が乏

しいため、無形固定資産の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ261,937千円、69,690千円、166,577千円であり

ます。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取保

険金」（当連結会計年度は972千円）は、営業外収益の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「デリバティブ決済益」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしま

した。 

なお、前連結会計年度における「デリバティブ決済

益」の金額は16,573千円であります。  
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31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。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額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。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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 

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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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 

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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  
アジア

オセアニア 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  885,191  63,928  28,797  977,917

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  8,177,898

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 10.8  0.8  0.4  12.0

アジア・オセアニア ： 韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

北米 ： 米国 

欧州 ： ルクセンブルグ、イギリス 

  
アジア

オセアニア 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,173,910  51,145  23,438  1,248,494

Ⅱ．連結売上高（千円）                    8,120,433

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 14.5  0.6  0.3  15.4

アジア・オセアニア ： 韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

北米 ： 米国 

欧州 ： ルクセンブルグ、イギリス 
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 423.66円

１株当たり当期純損失金額 7.57円

１株当たり純資産額 392.00円

１株当たり当期純損失金額 26.18円

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純損失（△）（千円）  △88,470  △300,031

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△） 

（千円） 
 △88,470  △300,031

普通株式の期中平均株式数（千株）  11,684  11,460

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 589,363 677,880

受取手形 1,110,050 1,003,311

売掛金 2,104,028 1,796,220

商品 27,108 －

製品 211,582 －

商品及び製品 － 239,511

仕掛品 69,690 64,473

原材料 115,992 －

貯蔵品 31,695 －

原材料及び貯蔵品 － 132,896

前渡金 94,064 －

前払費用 2,734 3,726

繰延税金資産 56,591 57,675

デリバティブ債権 108,885 31,008

その他 19,142 36,711

貸倒引当金 △5,490 △11,365

流動資産合計 4,535,439 4,032,051

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 862,771 832,391

構築物（純額） 108,035 106,630

機械及び装置（純額） 1,799,068 1,351,861

車両運搬具（純額） 9,498 7,533

工具、器具及び備品（純額） 31,682 21,552

砿山用土地 27,712 27,712

土地 652,235 621,248

リース資産（純額） － 11,813

建設仮勘定 9,200 6,559

有形固定資産合計 3,500,204 2,987,302

無形固定資産   

鉱業権 99,356 99,356

ソフトウエア 768 9,776

電話加入権 4,655 4,655

無形固定資産合計 104,781 113,788

投資その他の資産   

投資有価証券 720,529 524,096

関係会社株式 16,500 16,500

出資金 2,750 2,750
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社出資金 168,407 168,407

従業員長期貸付金 2,750 4,165

関係会社長期貸付金 51,096 40,077

破産更生債権等 4,170 3,574

長期前払費用 19,982 25,940

繰延税金資産 44,783 －

投資不動産（純額） 215,774 212,931

長期預金 100,000 100,000

その他 104,783 101,461

貸倒引当金 △9,935 △9,279

投資その他の資産合計 1,441,592 1,190,624

固定資産合計 5,046,578 4,291,715

資産合計 9,582,017 8,323,767

負債の部   

流動負債   

支払手形 195,501 189,584

買掛金 1,393,045 1,114,989

短期借入金 350,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 405,632 380,192

リース債務 － 3,501

未払金 278,825 158,692

未払費用 80,077 67,259

未払法人税等 5,096 12,600

前受金 137,500 －

前受収益 1,760 2,950

預り金 7,157 6,617

賞与引当金 120,000 112,000

設備関係支払手形 2,796 9,413

その他 3,313 －

流動負債合計 2,980,706 2,557,801

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 665,731 285,539

リース債務 － 8,902

繰延税金負債 － 43,299

退職給付引当金 440,425 465,156

役員退職慰労引当金 121,806 134,205

その他 17,398 18,338

固定負債合計 1,745,360 1,455,440

負債合計 4,726,067 4,013,241
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 435,622 435,622

資本剰余金合計 435,622 435,622

利益剰余金   

利益準備金 184,475 184,475

その他利益剰余金   

配当積立金 60,000 25,000

固定資産圧縮積立金 96,187 91,804

別途積立金 2,969,100 2,919,100

繰越利益剰余金 △36,902 △292,693

利益剰余金合計 3,272,860 2,927,686

自己株式 △7,335 △82,608

株主資本合計 4,572,648 4,152,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283,302 158,324

評価・換算差額等合計 283,302 158,324

純資産合計 4,855,950 4,310,525

負債純資産合計 9,582,017 8,323,767
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 4,243,921 4,079,094

商品売上高 3,701,178 3,701,512

売上高合計 7,945,099 7,780,607

売上原価   

製品期首たな卸高 158,292 211,582

当期製品製造原価 3,428,790 3,230,893

合計 3,587,083 3,442,476

他勘定振替高 648 118

製品期末たな卸高 211,582 209,072

製品売上原価 3,374,852 3,233,284

商品期首たな卸高 28,436 27,108

当期商品仕入高 3,177,019 3,138,128

合計 3,205,455 3,165,237

商品期末たな卸高 27,108 30,438

商品売上原価 3,178,347 3,134,798

売上原価合計 6,553,199 6,368,083

売上総利益 1,391,899 1,412,523

販売費及び一般管理費   

運搬費 395,475 359,957

広告宣伝費 2,174 1,382

貸倒引当金繰入額 110 5,815

役員報酬 88,799 89,993

給料及び手当 288,099 293,004

賞与引当金繰入額 39,999 37,434

退職給付費用 15,616 16,009

役員退職慰労引当金繰入額 14,123 15,940

福利厚生費 63,161 65,021

交際費 16,459 15,280

旅費及び通信費 64,768 58,928

水道光熱費及び消耗品費 22,795 24,275

租税公課 35,567 32,216

減価償却費 16,753 18,115

修繕費 5,429 5,326

保険料 10,050 10,612

賃借料 43,962 48,859

研究開発費 280,237 267,178

雑費 141,421 162,274

販売費及び一般管理費合計 1,545,004 1,527,625

営業損失（△） △153,104 △115,101
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,263 3,571

受取配当金 15,508 15,364

不動産賃貸料 52,434 55,416

デリバティブ評価益 108,885 －

デリバティブ決済益 － 14,823

その他 26,961 8,575

営業外収益合計 208,054 97,750

営業外費用   

支払利息 13,707 13,623

社債利息 7,467 7,300

為替差損 14,464 2,123

デリバティブ評価損 － 77,877

その他 5,989 5,564

営業外費用合計 41,628 106,487

経常利益又は経常損失（△） 13,320 △123,838

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,875 595

投資有価証券売却益 178 2,547

契約解除違約金 10,000 －

投資不動産売却益 － 56,860

その他 465 －

特別利益合計 15,520 60,003

特別損失   

固定資産処分損 57,325 35,168

役員退職慰労金 23,303 1,258

投資有価証券評価損 － 10,893

減損損失 － 47,442

その他 5,103 4,026

特別損失合計 85,732 98,788

税引前当期純損失（△） △56,891 △162,623

法人税、住民税及び事業税 10,201 9,017

過年度法人税等 △10,230 －

法人税等調整額 45,409 138,488

法人税等合計 45,380 147,505

当期純損失（△） △102,271 △310,128
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 871,500 871,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 871,500 871,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 435,622 435,622

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 435,622 435,622

資本剰余金合計   

前期末残高 435,622 435,622

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 435,622 435,622

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 184,475 184,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 184,475 184,475

その他利益剰余金   

配当積立金   

前期末残高 60,000 60,000

当期変動額   

配当積立金の取崩 － △35,000

当期変動額合計 － △35,000

当期末残高 60,000 25,000

特別償却準備金   

前期末残高 271 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △271 －

当期変動額合計 △271 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 96,764 96,187

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 3,813 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮積立金の取崩 △4,390 △4,382

当期変動額合計 △576 △4,382

当期末残高 96,187 91,804

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 3,813 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △3,813 －

当期変動額合計 △3,813 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 2,969,100 2,969,100

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △50,000

当期変動額合計 － △50,000

当期末残高 2,969,100 2,919,100

繰越利益剰余金   

前期末残高 95,765 △36,902

当期変動額   

配当積立金の取崩 － 35,000

特別償却準備金の取崩 271 －

固定資産圧縮積立金の取崩 4,390 4,382

剰余金の配当 △35,057 △35,045

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 3,813 －

固定資産圧縮積立金の積立 △3,813 －

別途積立金の取崩 － 50,000

当期純損失（△） △102,271 △310,128

当期変動額合計 △132,667 △255,791

当期末残高 △36,902 △292,693

利益剰余金合計   

前期末残高 3,410,189 3,272,860

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △102,271 △310,128

当期変動額合計 △137,329 △345,174

当期末残高 3,272,860 2,927,686

自己株式   

前期末残高 △6,186 △7,335

当期変動額   

自己株式の取得 △1,149 △75,273

当期変動額合計 △1,149 △75,273
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 △7,335 △82,608

株主資本合計   

前期末残高 4,711,126 4,572,648

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △102,271 △310,128

自己株式の取得 △1,149 △75,273

当期変動額合計 △138,478 △420,447

当期末残高 4,572,648 4,152,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 539,520 283,302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △256,218 △124,977

当期変動額合計 △256,218 △124,977

当期末残高 283,302 158,324

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 35,898 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35,898 －

当期変動額合計 △35,898 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 575,419 283,302

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △292,116 △124,977

当期変動額合計 △292,116 △124,977

当期末残高 283,302 158,324

純資産合計   

前期末残高 5,286,545 4,855,950

当期変動額   

剰余金の配当 △35,057 △35,045

当期純損失（△） △102,271 △310,128

自己株式の取得 △1,149 △75,273

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △292,116 △124,977

当期変動額合計 △430,595 △545,425

当期末残高 4,855,950 4,310,525
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

 取締役 谷井通宏（現 当社 中国事業統括部長、丸尾（上海）貿易有限公司 総経理） 

  

③ 就任予定日 

平成21年６月26日 

  

６．その他
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(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当連結会計年度におけるグループ生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

 製品について見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

③販売実績 

 当連結会計年度における販売実績をグループ内での製造品、グループ外からの購入品の別及び品目別に示すと、

次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 当連結会計年度における販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

化合炭酸カルシウム（百万円）  3,237  94.9

重質炭酸カルシウム（百万円）  900  92.3

その他（百万円）  264  102.1

合計（百万円）  4,402  94.8

品目 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

グループ内製造品 

化合炭酸カルシウム（百万円）  3,297  97.1

重質炭酸カルシウム（百万円）  905  93.6

その他（百万円）  267  104.8

小計（百万円）  4,469  96.8

グループ外購入品 

化合炭酸カルシウム（百万円）  138  96.9

重質炭酸カルシウム（百万円）  1,709  87.7

その他（百万円）  1,802  122.8

小計（百万円）  3,650  102.5

合計（百万円）  8,120  99.3

品目 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

合成樹脂  3,261  91.8

塗料  2,301  101.6

輸出  881  123.8

食品・飼料  732  121.3

ゴム  551  86.3

その他  391  96.9

合計  8,120  99.3

相手先

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

日本ペイント株式会社  890  10.9  956  11.8
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