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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 3,717 △14.9 91 223.3 124 61.2 129 113.4
21年3月期第2四半期 4,368 ― 28 ― 77 ― 60 ―

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 11.55 ―

21年3月期第2四半期 5.19 ―

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 8,600 4,744 52.6 404.38
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2四半期  4,527百万円 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

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 ― 3.00 3.00

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  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 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2四半期 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2四半期  514,048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2四半期 11,196,385株 21年3月期第2四半期 11,681,147株



当第２四半期累計期間（平成21年４月～９月）におけるわが国経済は、在庫調整が一巡したことに加え中国経済の

根強さや先進各国の経済政策の効果などから輸出が持ち直したこともあって電子部品、電気機械、鉄鋼などを中心に

回復傾向にあり、個人消費も景気対策や株価の持ち直しからマインドの改善が若干見られますが、企業業績の低迷か

ら設備投資余力は低く雇用環境も厳しい状況が続いております。 

このような経済情勢下、当社グループも緩やかに回復しているものの自動車部品・建設関連を中心として前年の水

準には至らず当第２四半期累計期間の売上高は37億17百万円（前年同期比６億50百万円、14.9％減少）に止まった一

方、損益は前期から設備投資を抑制したことによる減価償却費の減少や全社的なコスト削減努力などにより営業利益

91百万円（前年同期比62百万円、223.3％増加）、経常利益１億24百万円（前年同期比47百万円、61.2％増加）、四

半期純利益１億29百万円（前年同期比68百万円、113.4％増加）と減収ながら増益となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ１億30百万円減少し、86億円となりました。これは主に売上債

権が95百万円増加したのに対して生産設備等の有形固定資産が１億90百万円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前連結会計年度末に比べ２億70百万円減少し、38億55百万円となりました。これは主に短期借

入金が２億65百万円、長期借入金が66百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ１億39百万円増加し、47億44百万円となり、自己資本比率は前連結

会計年度末の50.3％から52.6％になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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１億43百万円減少し、

７億１百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は３億25百万円（前年同期は３億38百万円の増加）となりました。これは主に減価償

却費２億54百万円などがあったのに対して売上債権の増加93百万円による支出などがあったことによるものでありま

す。 

投資活動の結果減少した資金は99百万円（前年同期は１億69百万円の減少）となりました。これは主に定期預金及

び積立預金の預入62百万円、生産設備など有形固定資産の取得38百万円などの支出によるものであります。 

財務活動の結果減少した資金は３億73百万円（前年同期は２億45百万円の減少）となりました。これは主に長期借

入金50百万円の収入に対し短期借入金の減少１億90百万円、長期借入金の返済１億96百万円及び配当金の支払い33百

万円などの支出によるものであります。 

  

現在の国内経済は前年度末を底に回復基調にあるものの雇用情勢、設備投資、住宅建設は引き続き低調で経済対策

の効果も限定的であることから二番底・失速の懸念は払拭できず、世界経済も国内同様不安材料が山積しておりま

す。 

第２四半期累計期間の業績実績は当初見込みを売上高・損益とも過達しましたが上述の経済環境下、当社グループ

にとりましても第３四半期以降の既存市場での低迷を避けることは非常に難しいと考えております。従いまして、通

期の連結業績予想につきましては平成21年８月７日公表した見込からの変更はございません。 

本業績予想に関しまして今後大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

2009/11/06 13:14:05

- 1 -



 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２四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２四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 763,788 845,584

受取手形及び売掛金 2,928,263 2,832,806

商品及び製品 246,673 252,743

仕掛品 61,018 64,473

原材料及び貯蔵品 147,554 160,255

その他 125,630 119,345

貸倒引当金 △4,711 △11,376

流動資産合計 4,268,216 4,263,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,025,446 1,056,845

機械装置及び運搬具（純額） 1,427,043 1,530,849

土地及び砿山用土地（純額） 647,766 648,961

建設仮勘定 8,326 61,137

その他（純額） 36,394 37,600

有形固定資産合計 3,144,977 3,335,394

無形固定資産 113,626 114,663

投資その他の資産   

投資有価証券 620,934 561,096

投資不動産（純額） 211,489 212,931

その他 250,280 252,462

貸倒引当金 △9,249 △9,279

投資その他の資産合計 1,073,454 1,017,210

固定資産合計 4,332,058 4,467,269

資産合計 8,600,275 8,731,101

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,289,229 1,285,773

短期借入金 619,203 884,854

未払法人税等 8,187 13,972

賞与引当金 117,943 116,644

その他 335,933 289,412

流動負債合計 2,370,497 2,590,655

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 260,167 326,478

退職給付引当金 477,407 487,498

役員退職慰労引当金 156,056 149,027

その他 91,399 72,655

固定負債合計 1,485,031 1,535,661

負債合計 3,855,528 4,126,316
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（単位：千円）

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 871,500 871,500

資本剰余金 435,622 435,622

利益剰余金 3,123,314 3,027,637

自己株式 △82,700 △82,608

株主資本合計 4,347,737 4,252,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 194,481 158,324

為替換算調整勘定 △14,765 △21,352

評価・換算差額等合計 179,715 136,972

少数株主持分 217,294 215,660

純資産合計 4,744,746 4,604,784

負債純資産合計 8,600,275 8,731,101
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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：千円）

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 4,368,352 3,717,661

売上原価 3,487,575 2,864,131

売上総利益 880,776 853,529

販売費及び一般管理費 852,574 762,351

営業利益 28,201 91,177

営業外収益   

受取利息 967 642

受取配当金 9,617 5,402

デリバティブ評価益 5,203 3,304

デリバティブ決済益 14,923 2,199

不動産賃貸料 26,486 27,605

助成金収入 － 13,146

その他 6,133 2,795

営業外収益合計 63,332 55,095

営業外費用   

支払利息 11,214 10,744

為替差損 － 8,364

その他 2,953 2,449

営業外費用合計 14,167 21,558

経常利益 77,366 124,714

特別利益   

投資有価証券売却益 137 －

貸倒引当金戻入額 － 6,705

特別利益合計 137 6,705

特別損失   

固定資産処分損 8,394 1,711

投資有価証券評価損 8,224 －

役員退職慰労金 1,258 －

特別損失合計 17,876 1,711

税金等調整前四半期純利益 59,627 129,708

法人税、住民税及び事業税 5,098 2,374

法人税等調整額 △9,222 256

法人税等合計 △4,123 2,630

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,183 △2,188

四半期純利益 60,568 129,267
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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 59,627 129,708

減価償却費 306,574 254,823

固定資産処分損益（△は益） 8,394 1,711

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40 △6,694

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,746 1,299

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,982 △10,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,457 7,028

受取利息及び受取配当金 △10,585 △6,044

支払利息 11,214 10,744

デリバティブ評価損益（△は益） △5,203 △3,304

投資有価証券評価損益（△は益） 8,224 －

売上債権の増減額（△は増加） △83,941 △93,372

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,393 22,977

仕入債務の増減額（△は減少） 113,152 1,801

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,071 3,930

その他 △43,343 24,617

小計 342,875 339,135

利息及び配当金の受取額 11,464 6,254

利息の支払額 △10,776 △9,803

法人税等の支払額 △4,787 △9,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,777 325,920

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 － △62,000

有形固定資産の取得による支出 △161,949 △38,710

有形固定資産の売却による収入 － 2,127

無形固定資産の取得による支出 △890 －

その他 △7,005 △863

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,844 △99,446

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） △60,503 △190,681

長期借入れによる収入 53,372 50,000

長期借入金の返済による支出 △202,816 △196,738

配当金の支払額 △35,041 △33,530

その他 △283 △2,161

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,271 △373,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,079 2,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,418 △143,795

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 803,490 701,788
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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）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） 

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） 

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．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、台湾、シンガポール 

   北米       ：米国 

   欧州       ：イタリア、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．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、台湾、シンガポール、オーストラリア 

   北米       ：米国 

   欧州       ：イタリア、オランダ 

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）  770,238  24,727  10,323  805,289

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  4,368,352

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 17.6  0.6  0.2  18.4

  
アジア

オセアニア 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  380,192  24,607  4,697  409,501

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  3,717,661

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.2  0.7  0.1  11.0

（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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〔生産、受注及び販売の状況〕  

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間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 

 当第２四半期連結累計期間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）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 当第２四半期連結累計期間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）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

化合炭酸カルシウム  1,578  92.8

重質炭酸カルシウム  422  90.7

その他  118  103.8

合計  2,119  92.9

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

グループ内

製造品 

化合炭酸カルシウム  1,609  93.1

重質炭酸カルシウム  429  91.9

その他  114  91.0

  小計  2,154  92.7

グループ外

購入品 

化合炭酸カルシウム  60  85.6

重質炭酸カルシウム  771  84.9

その他  731  68.6

  小計  1,563  76.4

合計  3,717  85.1

区分 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

合成樹脂  1,583  92.3

塗料  1,064  92.4

輸出  276  44.9

食品・飼料  363  98.4

ゴム  232  76.0

その他  197  93.7

合計  3,717  85.1
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