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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 21,296 24.4 1,578 148.4 1,591 152.4 783 100.8
22年3月期第2四半期 17,119 △28.4 635 △46.7 630 △42.7 390 △37.2

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

23年3月期第2四半期 9.69 ―
22年3月期第2四半期 4.82 ―

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

23年3月期第2四半期 39,326 26,271 66.8 324.76
22年3月期 38,658 25,948 67.1 320.75

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  26,271百万円 22年3月期  25,948百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 43,300 15.2 2,530 36.0 2,540 29.8 1,320 21.7 16.32



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想見通し等の将来に関する記述は、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
因により大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は【添付資料】Ｐ．３「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 80,948,148株 22年3月期  80,948,148株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  51,123株 22年3月期  50,477株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 80,897,515株 22年3月期2Q 80,902,602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、アジア向けの輸出に支えられ回復基調にありまし

たものの、急激な円高や株安などによる影響が懸念され、また、雇用情勢・個人消費も依然として厳し

く、先行き不透明な経営環境のなかで推移致しました。 

このような状況のもと、当社グループの主要取引先である鉄鋼関連向けが引き続き好調に推移すると

ともに、環境関連製品やファイン製品の出荷も堅調に推移しました。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、鉄鋼関連の需要回復に伴う増販とともに、マグネシア事

業、カルシア事業における新規用途分野への増販などもあって、売上高は前年同期に比べ24.4％増加の

212億9千6百万円となりました。 

損益面におきましては、当社グループあげて収益改善に取り組んでおりますが、売上高の増収が主な

要因となり、営業利益は前年同期に比べ148.4％増加の15億7千8百万円、経常利益は152.4％増加の15億

9千1百万円、四半期純利益につきましては100.8％増加の7億8千3百万円と、いずれも大幅な増益となり

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 6億6千7百万円増加の 393億2千6

百万円となりました。流動資産が 11億5千7百万円増加しており、現金及び預金の増加（11億8千6百万

円）が主な要因であります。一方、固定資産は 4億8千9百万円減少しており、有形固定資産の減少（4

億5千2百万円）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 3億4千3百万円増加の 130億5千4百

万円となりました。流動負債が 3億5千1百万円増加しており、未払法人税等の増加（3億8千2百万円）

が主な要因であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 3億2千3百万円増加の 262億7千1

百万円となりました。利益剰余金の増加（3億7千9百万円）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残高は 38億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ 11億9千1百万円の増

加となりました。 

  

 （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、23億1千3百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純

利益 13億4千7百万円、減価償却費 10億5千万円など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、6億6千万円の支出となりました。有形固定資産の取得による

支出 6億3千万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、4億6百万円の支出となりました。配当金の支払額 4億4百万

円が主な要因であります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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22年10月18日に第２四半期連結累計期間の業績予想の修正を公表し、その後、先行きの景況感、

各ユーザーの需要動向、燃料の価格動向、為替動向などについて検討してまいりました。 

 下半期につきましては、世界経済の減速、アジア向け輸出の落ち込み、エコカー補助金の終了等によ

る国内生産の鈍化、また、政府の景気判断基準が「足踏み状態」へ下方修正されたことも判断材料とな

り、当初の下期予想を下回る見通しとなりました。なお、下期も当社グループ一丸となって収益改善策

に取り組んでまいります。 

 これらの状況を踏まえ、通期の連結・個別業績予想の修正を行うとともに、配当予想も修正いたしま

した。詳細につきましては、本日（平成22年11月4日）発表の【業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ】をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第２四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見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率に乗じて計算しており

ます。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 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。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年3月31日）を適用しております。この変更による営業利益、経常利益への影響は軽微であり、税金

等調整前四半期純利益は179百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は184百万円であります。  

  

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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,863 2,677

受取手形及び売掛金 12,844 12,725

商品及び製品 2,702 2,921

仕掛品 1,041 1,063

原材料及び貯蔵品 1,317 1,405

その他 837 658

貸倒引当金 △33 △34

流動資産合計 22,574 21,416

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,808 3,922

機械装置及び運搬具（純額） 4,456 5,027

土地 5,350 5,394

その他（純額） 992 715

有形固定資産合計 14,607 15,059

無形固定資産 81 90

投資その他の資産

投資有価証券 715 780

その他 1,350 1,312

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 2,063 2,091

固定資産合計 16,752 17,241

資産合計 39,326 38,658

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,468 5,253

短期借入金 2,554 2,519

未払法人税等 625 243

賞与引当金 570 614

環境対策引当金 － 25

その他 2,109 2,319

流動負債合計 11,327 10,976

固定負債

長期借入金 60 60

退職給付引当金 762 941

役員退職慰労引当金 124 144

資産除去債務 186 －

その他 591 586

固定負債合計 1,726 1,734

負債合計 13,054 12,710
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 21,451 21,072

自己株式 △14 △14

株主資本合計 26,368 25,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △96 △41

評価・換算差額等合計 △96 △41

純資産合計 26,271 25,948

負債純資産合計 39,326 38,658
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 17,119 21,296

売上原価 13,112 15,827

売上総利益 4,007 5,469

販売費及び一般管理費 3,371 3,890

営業利益 635 1,578

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 4 4

受取賃貸料 36 39

その他 48 72

営業外収益合計 91 117

営業外費用

支払利息 25 14

為替差損 52 73

その他 19 17

営業外費用合計 96 105

経常利益 630 1,591

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 177

減損損失 － 44

その他 － 23

特別損失合計 － 244

税金等調整前四半期純利益 632 1,347

法人税等 242 563

少数株主損益調整前四半期純利益 － 783

四半期純利益 390 783
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 632 1,347

減価償却費 1,033 1,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △0

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

△117 △199

受取利息及び受取配当金 △7 △6

支払利息 25 14

為替差損益（△は益） 43 54

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 177

減損損失 － 44

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 11 10

売上債権の増減額（△は増加） 734 △119

たな卸資産の増減額（△は増加） 281 328

仕入債務の増減額（△は減少） △192 209

未払消費税等の増減額（△は減少） 117 △127

その他 △30 △242

小計 2,530 2,541

利息及び配当金の受取額 7 6

利息の支払額 △20 △13

法人税等の支払額 △334 △220

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,181 2,313

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 △1 △0

定期預金の払戻による収入 － 6

有形固定資産の取得による支出 △1,082 △630

有形固定資産の売却による収入 51 0

投資有価証券の取得による支出 △5 △37

投資有価証券の売却による収入 1 1

その他の支出 △5 △2

その他の収入 2 1

長期貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 △660

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 － 630

短期借入金の返済による支出 △1,450 △600

長期借入れによる収入 － 16

長期借入金の返済による支出 △9 △11

リース債務の返済による支出 △19 △36

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △566 △404

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,046 △406

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △947 1,191

現金及び現金同等物の期首残高 2,788 2,661

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,840 3,853
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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 

  

前第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。 

  

(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

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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となって

いるものであります。 

 当社は、製品・サービス別に事業体制を置き、関連する製品・サービスについて国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を行なっております。 

 従って、当社においては事業体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「マグネシア事業」「カルシア事業」「ファイン事業」「その他の事業」の４つを報告セグメントとして

おります。 

 「マグネシア事業」はＭｇＯ原料をベースとしたマグネシア系製品の製造販売を、「カルシア事業」は

ＣａＯ原料をベースとしたカルシア系製品の製造販売を、「ファイン事業」はＭｇＯ，ＣａＯの素材をベ

ースに高純度、高密度、高機能の付加価値の高いマテリアル製品などの製造販売しております。「その他

の事業」は輸送業であります。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１ 日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、以下の通りであります。 

  セグメント間取引消去   △0百万円 

  全社費用        △849百万円 

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

マグネシア 
事業

カルシア
事業

ファイン
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,630 11,513 1,817 335 21,296 ― 21,296

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 0 838 838 △838 ―

計 7,630 11,513 1,817 1,173 22,135 △838 21,296

セグメント利益 995 1,050 297 84 2,427 △849 1,578

(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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