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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 3,940 6.0 72 △20.0 96 △23.0 38 △70.3

22年3月期第2四半期 3,717 △14.9 91 223.3 124 61.2 129 113.4

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 3.43 ―

22年3月期第2四半期 11.55 ―

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 8,596 4,714 52.4 402.76
22年3月期 8,767 4,781 52.2 408.80

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,508百万円 22年3月期  4,576百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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）

― 5.00 5.00

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  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 8,000 3.8 140 △21.3 160 △39.7 100 △33.5 8.93



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※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。業績予想の前提となる仮定等については、[添付資料]２
ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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  11,710,000株 22年3月期  11,710,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  514,917株 22年3月期  514,917株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  11,195,083株 22年3月期2Q  11,196,385株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）におけるわが国経済は緩やかな回復基調で始まりましたが、８月

からの急激な円高・株安によるマインドの悪化や輸出の頭打ち、経済対策効果の剥落などにより踊り場入りの可能

性が高まっております。 

このような経済情勢下、当社グループにおきましてはグループ内製造品の出荷量が減少しているのに対して、新

規顧客の獲得を含めたグループ外購入品の拡販に注力した結果、売上高は前年同期に比べ２億22百万円増加し39億

40百万円（6.0％増）となりました。一方、損益面ではグループ内製造品を中心とした高付加価値品が伸び悩んで

いる上、環境対策を主な狙いとした設備修繕費や新規用途のための研究開発費などのコスト負担が増加したことか

ら営業利益は72百万円（前年同期比18百万円 20.0％減）に、経常利益は受取賃貸料などの営業外収益が増加しま

したが円高による為替差損などが生じ96百万円（前年同期比28百万円 23.0％減）になり、四半期純利益は製造設

備の除却に伴う特別損失や諸税の負担増などにより38百万円（前年同期比90百万円 70.3％減）と減益になりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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１億70百万円減少し85億96百万円となりました。これは主に

売上債権が79百万円増加したのに対して現金及び預金が82百万円、生産設備等の有形固定資産が１億63百万円減少

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同じく１億３百万円減少し38億82百万円となりました。これは主に長・短借入金が１億14百

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前連結会計年度末に比べ67百万円減少し47億14百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の52.2％から52.4％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52百万円減少し８億

69百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は１億69百万円で、これは主に減価償却費２億22百万円などによる資金増加に対し

て、売上債権の増加81百万円、棚卸資産の増加51百万円、法人税等の支払54百万円などによる資金減少によるもの

であります。 

投資活動の結果減少した資金は51百万円で、これは主に有形固定資産の取得72百万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１億66百万円で、これは主に長期借入金31百万円の収入に対して、長期借入金の

返済１億16百万円、配当金の支払55百万円などによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

先にも触れましたが、経済情勢は大きく好転する兆しは無く有効な経済政策も期待できないものと思われます

が、この状況はある程度予想されたものであり、現時点では当社グループへの影響も見積範囲内と考えられること

から平成22年８月６日公表した見込みからの変更はございません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

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。 

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は、４百万円減少しております。 

なお、当社は砿山用土地の一部について閉山時に採掘跡などの保全義務を有しておりますが、その時期や保全範

囲が明確でないことから資産除去債務を合理的に見積もることができません。従いまして当該債務に見合う資産除

去債務を計上しておりません。 

  

２．その他の情報

2010/11/04 13:45:33

- 3 -



３．四半期連結財務諸表 
（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 920,090 1,002,317

受取手形及び売掛金 3,092,975 3,013,384

商品及び製品 289,682 271,378

仕掛品 79,188 60,689

原材料及び貯蔵品 167,832 155,054

その他 143,180 150,816

貸倒引当金 △44 △23

流動資産合計 4,692,905 4,653,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 965,950 988,616

機械装置及び運搬具（純額） 1,115,357 1,253,795

土地及び砿山用土地（純額） 557,033 557,033

建設仮勘定 7,226 811

その他（純額） 44,533 53,518

有形固定資産合計 2,690,100 2,853,774

無形固定資産 46,740 47,784

投資その他の資産   

投資有価証券 634,837 678,154

投資不動産（純額） 294,521 295,889

その他 247,059 247,309

貸倒引当金 △9,379 △9,379

投資その他の資産合計 1,167,040 1,211,975

固定資産合計 3,903,881 4,113,535

資産合計 8,596,786 8,767,152

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,421,647 1,388,890

短期借入金 409,755 511,704

未払法人税等 46,847 62,184

賞与引当金 130,120 132,276

その他 905,238 904,937

流動負債合計 2,913,609 2,999,992

固定負債   

長期借入金 206,995 220,022

退職給付引当金 496,279 486,630

役員退職慰労引当金 173,229 161,610

資産除去債務 4,510 －

その他 87,898 117,305

固定負債合計 968,913 985,568

負債合計 3,882,523 3,985,561
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（単位：千円）

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 871,500 871,500

資本剰余金 435,622 435,622

利益剰余金 3,126,876 3,144,502

自己株式 △82,796 △82,796

株主資本合計 4,351,202 4,368,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 183,753 228,694

為替換算調整勘定 △26,080 △21,007

評価・換算差額等合計 157,673 207,687

少数株主持分 205,387 205,074

純資産合計 4,714,263 4,781,590

負債純資産合計 8,596,786 8,767,152
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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 3,717,661 3,940,632

売上原価 2,864,131 3,050,782

売上総利益 853,529 889,849

販売費及び一般管理費 762,351 816,921

営業利益 91,177 72,927

営業外収益   

受取利息 642 706

受取配当金 5,402 8,437

不動産賃貸料 27,605 33,016

デリバティブ評価益 3,304 －

デリバティブ決済益 2,199 3,649

助成金収入 13,146 4,760

その他 2,795 5,994

営業外収益合計 55,095 56,565

営業外費用   

支払利息 10,744 7,765

為替差損 8,364 7,189

デリバティブ評価損 － 15,179

その他 2,449 3,271

営業外費用合計 21,558 33,405

経常利益 124,714 96,086

特別利益   

投資有価証券売却益 － 571

貸倒引当金戻入額 6,705 －

その他 － 10

特別利益合計 6,705 581

特別損失   

固定資産処分損 1,711 8,290

投資有価証券評価損 － 2,313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,510

特別損失合計 1,711 15,114

税金等調整前四半期純利益 129,708 81,554

法人税、住民税及び事業税 2,374 42,480

法人税等調整額 256 △2,166

法人税等合計 2,630 40,313

少数株主損益調整前四半期純利益 － 41,240

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,188 2,891

四半期純利益 129,267 38,348
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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 129,708 81,554

減価償却費 254,823 222,768

固定資産処分損益（△は益） 1,711 8,279

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,694 20

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,299 △2,156

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,090 9,649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,028 11,619

受取利息及び受取配当金 △6,044 △9,144

支払利息 10,744 7,765

デリバティブ評価損益（△は益） △3,304 15,179

投資有価証券売却損益（△は益） － △571

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,313

売上債権の増減額（△は増加） △93,372 △81,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,977 △51,124

仕入債務の増減額（△は減少） 1,801 34,694

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,930 △22,711

その他 24,617 △4,101

小計 339,135 222,425

利息及び配当金の受取額 6,254 9,144

利息の支払額 △9,803 △8,198

法人税等の支払額 △9,665 △54,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,920 169,215

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 △6,100

定期預金の払戻による収入 － 36,000

有形固定資産の取得による支出 △38,710 △72,241

有形固定資産の売却による収入 2,127 15

投資有価証券の取得による支出 － △14,363

投資有価証券の売却による収入 － 13,638

その他 △863 △8,708

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,446 △51,759

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） △190,681 △22,652

長期借入れによる収入 50,000 31,033

長期借入金の返済による支出 △196,738 △116,956

配当金の支払額 △33,530 △55,650

その他 △2,161 △2,266

財務活動によるキャッシュ・フロー △373,111 △166,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,841 △3,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,795 △52,326

現金及び現金同等物の期首残高 845,584 922,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,788 869,990
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

当社グループは、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セグメントであるため、記載は省

略しております。 

  

（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。 

  

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

（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）上記の金額には、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）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

品目 金額（百万円） 前年同四半期比（％） 

化合炭酸カルシウム  1,631  103.3

重質炭酸カルシウム  431  102.2

その他  101  85.4

合計  2,164  102.1

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  1,659  103.1

重質炭酸カルシウム  437  101.9

その他  99  86.4

  小計  2,196  102.0

グループ外 

購入品 

化合炭酸カルシウム  63  105.4

重質炭酸カルシウム  803  104.2

その他  876  119.8

  小計  1,743  111.5

合計  3,940  106.0

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

合成樹脂  1,782  112.6

塗料  1,039  97.7

輸出  298  107.8

食品・飼料  348  95.9

ゴム  254  109.4

その他  218  110.2

合計  3,940  106.0
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