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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 17,119 △28.4 635 △46.7 630 △42.7 390 △37.2
21年3月期第2四半期 23,922 ― 1,192 ― 1,099 ― 620 ―

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2四半期 4.82 ―
21年3月期第2四半期 7.67 ―

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2四半期 37,855 25,220 66.6 311.76
21年3月期 40,180 25,382 63.2 313.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,220百万円 21年3月期  25,382百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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 37,300 △17.2 1,550 △35.8 1,500 △34.4 870 △25.7 10.75
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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 
１．平成２１年５月８日に公表いたしました平成２２年３月期通期の連結・個別業績予想について修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想につきましては、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。業績予想に関する事項につきましては、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。 

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2四半期 80,948,148株 21年3月期  80,948,148株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  48,677株 21年3月期  43,277株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 80,902,602株 21年3月期第2四半期 80,909,286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、急速な経済環境の悪化に伴う企業収益の大幅な落ち

込みから脱却しつつあるものの、生産活動の縮小、雇用状況の悪化など、依然として厳しい環境で推移し

ております。 

 このような状況のもと、当社グループは、年初からの低調な出荷量で推移しておりましたが、第２四半

期以降、主要取引先である各高炉メーカーの稼働率が大きく改善されたことで、出荷量も第１四半期に比

べ増加基調にあります。また、電子材料分野においても順調な回復基調の状況となっております。一方、

当社グループにおいても、新製品の開発、強化に取り組むとともに、出荷量の減少に伴い販売価格の維持

や生産の効率化、並びに役員報酬のカット、補修費、旅費等の固定費削減にも積極的に努めてまいりまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ28.4％減少し171億1千9百万円

となりました。 

 損益面におきましては、固定費等の削減をはじめ各種対策に取り組んだものの、大幅な出荷量の減少に

よる落ち込みが大きく影響し、営業利益は前年同期に比べ46.7％減少の6億3千5百万円となりました。経

常利益は前年同期に比べ42.7％減少し6億3千万円となり、四半期純利益につきましては、前年同期に比べ

37.2％減少し3億9千万円となりました。 

  

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23億2千5百万円減少の378億5千5百

万円となりました。流動資産が19億4千1百万円減少しており、現金及び預金の減少（9億4千5百万円）、

受取手形及び売掛金の減少（7億3千4百万円）、原材料及び貯蔵品の減少（5億7百万円）が主な要因であ

ります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ21億6千3百万円減少の126億3千4百万

円となりました。流動負債が19億5千万円減少しており、短期借入金の減少（14億5千万円）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1億6千2百万円減少の252億2千万円

となりました。利益剰余金の減少（1億7千6百万円）が主な要因であります。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

現金及び現金同等物の当四半期末残高は 18億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ 9億4千7百万円

の減少となりました。 

  
（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、21億8千1百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純利

益（6億3千2百万円）、減価償却費（10億3千3百万円）、売上債権の減少による収入（7億3千4百万円）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（10億8千2百万円）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、20億4千6百万円の支出となりました。配当金の支払（5億6千6

百万円）、短期・長期借入金の返済（14億5千9百万円）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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平成21年10月16日に第２四半期連結累計期間連結業績予想の修正を公表し、その後、先行きの需要見通

しについて検討してまいりました。これらの情報を踏まえ、平成21年5月8日に公表しました通期連結・個

別業績予想を修正しております。 

当第２四半期までの業績や主要取引先である各鉄鋼メーカーの操業度の回復状況から、下半期において

も、順調な出荷量が予想されること、固定費等の削減も引き続き取り組むことなどによって、業績は大幅

に改善できる見通しとなりました。  

  

 平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
 平成22年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
  
  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計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。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想(A)
39,500 880 800 470 5. 81 

今回修正予想(B)
37,300 1,550 1,500 870 10. 75

増減額(B-A)
△ 2,200 670 700 400 ─

増減率(％)
△ 5.6 76.1 87.5 85.1 ─

（ご参考）前期実績
45,042 2,413 2,285 1,171 14. 48

（平成21年3月期）

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

前回発表予想(A)
38,500 860 780 460 5. 69

今回修正予想(B)
36,300 1,500 1,450 840 10. 38

増減額(B-A)
△ 2,200 640 670 380 ─

増減率(％)
△ 5.7 74.4 85.9 82.6 ─

（ご参考）前期実績
44,056 2,299 2,141 1,107 13. 69

（平成21年3月期）

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,848 2,794

受取手形及び売掛金 11,225 11,959

商品及び製品 3,678 3,534

仕掛品 1,138 1,055

原材料及び貯蔵品 1,667 2,174

その他 649 632

貸倒引当金 △37 △40

流動資産合計 20,168 22,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,992 4,089

機械装置及び運搬具（純額） 5,074 5,131

土地 5,429 5,429

その他（純額） 884 1,098

有形固定資産合計 15,381 15,748

無形固定資産 97 113

投資その他の資産   

投資有価証券 726 696

その他 1,484 1,513

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 2,207 2,208

固定資産合計 17,686 18,070

資産合計 37,855 40,180

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,386 4,542

短期借入金 3,319 4,769

未払法人税等 257 339

賞与引当金 593 610

環境対策引当金 143 25

その他 2,195 2,558

流動負債合計 10,895 12,846

固定負債   

長期借入金 70 80

退職給付引当金 1,028 1,101

役員退職慰労引当金 125 170

環境対策引当金 － 150

その他 514 448

固定負債合計 1,739 1,951

負債合計 12,634 14,798
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,047 4,047

資本剰余金 883 883

利益剰余金 20,378 20,554

自己株式 △13 △12

株主資本合計 25,295 25,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74 △90

評価・換算差額等合計 △74 △90

純資産合計 25,220 25,382

負債純資産合計 37,855 40,180
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,922 17,119

売上原価 18,668 13,112

売上総利益 5,254 4,007

販売費及び一般管理費 4,061 3,371

営業利益 1,192 635

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 3 4

受取賃貸料 26 36

その他 76 48

営業外収益合計 109 91

営業外費用   

支払利息 36 25

為替差損 121 52

その他 45 19

営業外費用合計 202 96

経常利益 1,099 630

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 2

特別利益合計 3 2

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 1,058 632

法人税等 414 242

少数株主利益 22 －

四半期純利益 620 390
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,058 632

減価償却費 907 1,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △2

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△74 △117

受取利息及び受取配当金 △6 △7

支払利息 36 25

為替差損益（△は益） 119 43

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 5 11

減損損失 15 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,262 734

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,695 281

仕入債務の増減額（△は減少） 850 △192

未払消費税等の増減額（△は減少） △115 117

その他 40 △30

小計 △123 2,530

利息及び配当金の受取額 6 7

利息の支払額 △45 △20

法人税等の支払額 △316 △334

営業活動によるキャッシュ・フロー △478 2,181

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 △1

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 △1,082

有形固定資産の売却による収入 1 51

投資有価証券の取得による支出 △50 △5

投資有価証券の売却による収入 1 1

その他の支出 △5 △5

その他の収入 2 2

長期貸付金の回収による収入 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 △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 －

短期借入金の返済による支出 － △1,450

長期借入金の返済による支出 △7 △9

リース債務の返済による支出 － △19

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △809 △566

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,582 △2,046

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 944 △947

現金及び現金同等物の期首残高 1,465 2,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,410 1,840
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該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

   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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

(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】

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

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

6,719 8,597 1,801 17,119 ― 17,119

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 0 601 601 (601) ―

計 6,719 8,598 2,403 17,721 (601) 17,119

営業利益 971 409 150 1,531 (896) 635
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 前第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）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

 前第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）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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