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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,764 △9.9 18 ― 63 △34.7 71 8.6
21年3月期第1四半期 1,958 ― △33 ― 96 ― 65 ―

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

22年3月期第1四半期 6.35 ―

21年3月期第1四半期 5.60 ―

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

22年3月期第1四半期 8,428 4,718 53.4 401.90
21年3月期 8,731 4,604 50.3 392.00

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,499百万円 21年3月期  4,389百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

上記の予想は、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。なお、上記予想に関する事項は、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,710,000株 21年3月期  11,710,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  513,768株 21年3月期  513,225株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,196,639株 21年3月期第1四半期 11,681,516株



当第１四半期（平成21年４月１日～６月30日）におけるわが国経済は、輸出の下げ止まりや在庫調整の進展に伴

い鉱工業生産が増加するなど底打ち感が出始めておりますが、設備投資が大幅に減少するなど本格的な回復局面には

至っていない状況です。また、個人消費は定額給付金、エコカー減税・助成金、エコポイント制度などの政策効果か

ら一部に下げ止まりの動きが見られるものの雇用や所得環境の厳しさが続いており、予断の許さない状況が続いてお

ります。 

このような経済情勢下、当社グループは当期に入り昨年12月から今年３月までの製品出荷が大幅減少した状況か

ら徐々に回復してまいりましたが前年の水準までには至らず、当第１四半期の売上高は前年同期に比べ１億94百万円

（9.9％）減少し17億64百万円に止まりました。 

損益面におきましては原材料価格の乱高下が落ち着いてきたことや製造費用を中心としたコスト削減努力の効果

もあり営業利益18百万円（前年同期は33百万円の営業損失）と黒字に転換しました。経常利益は原油デリバティブ評

価益が前年同期は急激な石油価格の高騰を反映し１億１百万円あったのに対し当第１四半期は21百万円であったこと

などから黒字ながら前年同期比33百万円（34.7％）減少し63百万円となり、四半期純利益は71百万円（前年同期比５

百万円、8.6％増加）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期末の資産につきましては前連結会計年度末に比べ３億２百万円減少し84億28百万円となりました。

これは主に投資有価証券が90百万円増加したものの、現金及び預金が１億65百万円、受取手形及び売掛金が１億54百

万円、有形固定資産が１億１百万円減少したことなどによるものです。 

負債につきましては前連結会計年度末に比べ４億16百万円減少し37億９百万円となりました。これは主に長・短

借入金が２億92百万円、支払手形及び買掛金が81百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ１億14百万円増加し47億18百万円となり、自己資本比率は前連結

会計年度末の50.3％から53.4％になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ２億18百万円減少し６

億27百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は１億87百万円（前年同期は１億92百万円の増加）となりました。これは主に減価

償却費１億26百万円、売上債権の減少１億55百万円などによる資金増加に対して、仕入債務の減少82百万円などによ

る資金の減少の結果であります。 

投資活動の結果減少した資金は80百万円（前年同期は85百万円の減少）となりました。これは主に定期預金の預

入による支出53百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円などによるものです。 

財務活動の結果減少した資金は３億29百万円（前年同期は26百万円の減少）となりました。これは主に短期借入

金の減少２億円、長期借入金の返済１億円及び配当金の支払い26百万円などの支出があったためであります。 

  

当第１四半期の国内景気は、前年度後半の激し過ぎた落ち込みの反動で好転したかのように見えるものの、その

反動要因も今後剥落する可能性があり、また個人消費・住宅建設・設備投資の基調は引き続き弱く経済対策の効果も

限定的であることから、今期の国内経済は厳しい環境が続くものと見られております。 

このような経済環境の中で当社グループにとりましても既存市場での低迷はしばらく続くものと考えております

が、新製品の拡販や新規用途の開拓に注力するとともに拡大を続ける中国国内市場を積極的に取り込むことにより早

期の業績回復に努めてまいる所存であります。 

連結業績予想につきましては平成21年５月15日に公表した見込からの変更はございません。 

  

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
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 該当事項はありません。  

  

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一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略して前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として、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、たな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等を利用す

る方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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）

（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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,122 845,584

受取手形及び売掛金 2,678,605 2,832,806

商品及び製品 252,070 252,743

仕掛品 71,299 64,473

原材料及び貯蔵品 152,485 160,255

その他 143,245 119,345

貸倒引当金 △4,314 △11,376

流動資産合計 3,973,513 4,263,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,082,593 1,056,845

機械装置及び運搬具（純額） 1,461,846 1,530,849

土地及び砿山用土地（純額） 647,766 648,961

建設仮勘定 1,960 61,137

その他（純額） 39,601 37,600

有形固定資産合計 3,233,768 3,335,394

無形固定資産 114,181 114,663

投資その他の資産   

投資有価証券 651,153 561,096

投資不動産（純額） 212,210 212,931

その他 253,047 252,462

貸倒引当金 △9,259 △9,279

投資その他の資産合計 1,107,150 1,017,210

固定資産合計 4,455,100 4,467,269

資産合計 8,428,614 8,731,101

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,204,340 1,285,773

短期借入金 663,668 884,854

未払法人税等 4,125 13,972

賞与引当金 57,161 116,644

その他 331,622 289,412

流動負債合計 2,260,917 2,590,655

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 254,864 326,478

退職給付引当金 469,182 487,498

役員退職慰労引当金 152,542 149,027

その他 72,235 72,655

固定負債合計 1,448,824 1,535,661

負債合計 3,709,742 4,126,316
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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 435,622 435,622

利益剰余金 3,065,130 3,027,637

自己株式 △82,666 △82,608

株主資本合計 4,289,586 4,252,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 221,666 158,324

為替換算調整勘定 △11,529 △21,352

評価・換算差額等合計 210,137 136,972

少数株主持分 219,147 215,660

純資産合計 4,718,871 4,604,784

負債純資産合計 8,428,614 8,731,101
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,958,565 1,764,065

売上原価 1,594,550 1,383,366

売上総利益 364,015 380,699

販売費及び一般管理費 397,306 362,007

営業利益又は営業損失（△） △33,290 18,691

営業外収益   

受取利息 580 552

受取配当金 9,429 5,277

不動産賃貸料 － 13,946

デリバティブ評価益 101,766 21,129

その他 25,042 11,564

営業外収益合計 136,819 52,469

営業外費用   

支払利息 5,725 5,618

その他 1,055 2,330

営業外費用合計 6,781 7,948

経常利益 96,746 63,212

特別利益   

投資有価証券売却益 137 －

貸倒引当金戻入額 310 7,062

特別利益合計 447 7,062

特別損失   

固定資産処分損 8,394 94

役員退職慰労金 1,258 －

特別損失合計 9,652 94

税金等調整前四半期純利益 87,541 70,180

法人税、住民税及び事業税 2,445 1,109

法人税等調整額 23,117 202

法人税等合計 25,563 1,312

少数株主損失（△） △3,477 △2,215

四半期純利益 65,455 71,083
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 87,541 70,180

減価償却費 150,801 126,520

固定資産処分損益（△は益） 8,394 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） △310 △7,082

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,600 △59,482

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,342 △18,315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 533 3,514

受取利息及び受取配当金 △10,009 △5,829

支払利息 5,725 5,618

デリバティブ評価損益（△は益） △101,766 △21,129

投資有価証券売却損益（△は益） △137 －

売上債権の増減額（△は増加） 161,455 155,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,699 3,256

仕入債務の増減額（△は減少） △25,608 △82,867

その他 2,160 25,193

小計 190,821 195,557

利息及び配当金の受取額 10,645 6,039

利息の支払額 △5,661 △4,807

法人税等の支払額 △3,454 △9,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,350 187,188

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 － △53,000

有形固定資産の取得による支出 △75,068 △28,679

有形固定資産の売却による収入 － 2,127

投資有価証券の取得による支出 △535 △629

投資有価証券の売却による収入 502 －

その他 △10,718 △254

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,820 △80,434

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） 50,000 △200,394

長期借入れによる収入 52,669 －

長期借入金の返済による支出 △101,408 △100,757

配当金の支払額 △27,341 △26,901

その他 △83 △1,092

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,162 △329,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,881 3,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,485 △218,461

現金及び現金同等物の期首残高 882,908 845,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,394 627,122
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 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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．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は以下のとおりであります。 

アジア・オセアニア：韓国、中国、タイ 

北米       ：米国 

欧州       ：ドイツ 

 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。 

   

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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は以下のとおりであります。 

アジア・オセアニア：韓国、中国、タイ 

北米       ：米国 

欧州       ：イタリア 

 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。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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）    214,413    10,422    6,732    231,568

 Ⅱ．連結売上高（千円）    －    －    －    1,958,565

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
   11.0    0.5    0.3    11.8

  
アジア 

オセアニア 
北米 欧州 計 

 Ⅰ．海外売上高（千円）    166,970    2,065    2,442    171,482

 Ⅱ．連結売上高（千円）    －    －    －    1,764,065

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
   9.5    0.1    0.1    9.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2009/08/06 18:31:18

- 1 -


	丸尾カルシウム㈱（4102）平成22年３月期第１四半期決算短信: 丸尾カルシウム㈱（4102）平成22年３月期第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


