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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 6,141 6.0 215 48.5 243 10.3 161 △27.6

22年3月期第3四半期 5,794 △10.2 145 521.2 220 ― 223 ―

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3四半期 14.44 ―

22年3月期第3四半期 19.93 ―

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3四半期 8,728 4,844 53.4 416.23
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3四半期  4,659百万円 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  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 8,000 3.8 200 13.0 220 △17.0 120 △20.0 10.72



(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  無  
（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 
 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】P.３「その他」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3Q  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3Q  515,619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3Q  11,194,381株 22年3月期3Q  11,196,166株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成22年４月～12月）におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で始まり企業業績の改

善を背景に設備投資は持ち直しているものの、秋口から円高の進展に伴う輸出の減速や駆け込み需要の反動による

個人消費の落ち込みなどにより足踏み状態になっております。 

このような経済情勢下、当社グループにおきましては既存市場での伸びが期待できないことから、新規顧客の獲

得や中国をはじめとした海外市場での拡販に注力した結果、売上高は前年同期に比べ３億46百万円（6.0％）増加

し61億41百万円となりました。一方、損益面では石油・コークス・処理剤など原材料の高騰などマイナス要因があ

ったものの設備投資抑制による減価償却費の圧縮などコスト削減努力により営業利益は２億15百万円（前年同期比

70百万円、48.5％増）とまずまずの水準となり、経常利益は為替差損などもあり前年同期比若干増加の２億43百万

円（22百万円、10.3％増）となりましたが、四半期純利益は諸税の負担増などのため１億61百万円と前年同期比61

百万円（27.6％）減少致しました。 

  

（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３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ39百万円減少し87億28百万円となりました。これは主に売上

債権が５億22百万円増加したのに対して現金及び預金が３億37百万円、生産設備等の有形固定資産が２億32百万円

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１億１百万円減少し38億83百万円となりました。これは主に仕入債

務が１億14百万円増加したのに対して短期借入金が91百万円、賞与引当金が68百万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62百万円増加し48億44百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の52.2％から53.4％になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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３億７百万円減少し

６億14百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は７百万円で、これは主に減価償却費３億38百万円、仕入債務の増加１億19百万円

などによる資金増加に対して、売上債権の増加５億27百万円、法人税等の支払80百万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１億26百万円で、これは主に有形固定資産の取得１億26百万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１億85百万円で、これは主に社債の発行による収入４億90百万円、長期借入金34

百万円の収入などに対して、社債の償還による支出５億１百万円、長期借入金の返済１億51百万円、配当金の支払

55百万円などの支出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 

当社グループの第３四半期までの業績はまずまずの水準を維持しておりますが、景気は踊り場状態から反落も懸

念される情勢下、当社グループの第４四半期業績は１～２月の稼働日数減少による売上高低下が見込まれる上、原

材料費上昇分の販売価格への転嫁が進まないことなどもあって厳しいものと考えております。従いまして通期の業

績予想につきましては売上高の修正は行わず損益面で若干の上方修正と致します。 

詳細につきましては、本日（平成23年２月７日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

  

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３四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３四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。 

  

（４）追加情報 

・重要な繰延資産の処理方法 

当第３四半期連結会計期間において新規に普通社債を発行したことで社債発行費が計上されたことに伴い、「繰

延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日実務対応報告第19号）に基づ

き、社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 665,073 1,002,317

受取手形及び売掛金 3,536,098 3,013,384

商品及び製品 265,905 271,378

仕掛品 84,880 60,689

原材料及び貯蔵品 182,647 155,054

その他 112,181 150,816

貸倒引当金 △47 △23

流動資産合計 4,846,738 4,653,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 953,162 988,616

機械装置及び運搬具（純額） 1,034,114 1,253,795

土地及び砿山用土地（純額） 557,033 557,033

建設仮勘定 36,386 811

その他（純額） 40,284 53,518

有形固定資産合計 2,620,981 2,853,774

無形固定資産 46,147 47,784

投資その他の資産   

投資有価証券 682,862 678,154

投資不動産（純額） 293,837 295,889

その他 246,915 247,309

貸倒引当金 △9,379 △9,379

投資その他の資産合計 1,214,236 1,211,975

固定資産合計 3,881,365 4,113,535

資産合計 8,728,104 8,767,152

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,505,888 1,388,890

短期借入金 419,900 511,704

未払法人税等 53,848 62,184

賞与引当金 63,859 132,276

その他 390,543 904,937

流動負債合計 2,434,041 2,999,992

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 188,997 220,022

退職給付引当金 505,333 486,630

役員退職慰労引当金 179,039 161,610

資産除去債務 4,510 －

その他 71,691 117,305

固定負債合計 1,449,571 985,568

負債合計 3,883,613 3,985,561
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,250,134 3,144,502

自己株式 △82,884 △82,796

株主資本合計 4,474,372 4,368,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 216,660 228,694

為替換算調整勘定 △31,598 △21,007

評価・換算差額等合計 185,062 207,687

少数株主持分 185,055 205,074

純資産合計 4,844,490 4,781,590

負債純資産合計 8,728,104 8,767,152
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,794,338 6,141,087

売上原価 4,501,173 4,710,173

売上総利益 1,293,165 1,430,913

販売費及び一般管理費 1,147,757 1,214,947

営業利益 145,407 215,966

営業外収益   

受取利息 1,169 1,234

受取配当金 9,227 14,160

不動産賃貸料 42,634 45,871

デリバティブ評価益 24,336 －

デリバティブ決済益 3,996 5,641

助成金収入 14,406 7,438

その他 7,187 9,155

営業外収益合計 102,959 83,502

営業外費用   

支払利息 15,289 12,038

為替差損 7,576 16,199

デリバティブ評価損 － 12,476

社債発行費 － 9,289

その他 4,826 6,138

営業外費用合計 27,692 56,143

経常利益 220,674 243,325

特別利益   

固定資産売却益 291 10

投資有価証券売却益 － 571

貸倒引当金戻入額 6,152 －

負ののれん発生益 － 11,988

特別利益合計 6,443 12,570

特別損失   

固定資産処分損 2,101 11,027

投資有価証券評価損 384 808

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 2,486 16,345

税金等調整前四半期純利益 224,632 239,550

法人税、住民税及び事業税 4,919 78,066

法人税等調整額 735 △1,335

法人税等合計 5,655 76,730

少数株主損益調整前四半期純利益 － 162,819

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,131 1,212

四半期純利益 223,107 161,607
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 224,632 239,550

減価償却費 385,123 338,013

固定資産処分損益（△は益） 2,101 11,027

有形固定資産売却損益（△は益） △291 △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,022 24

負ののれん発生益 － △11,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,050 △68,416

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,412 18,703

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,436 17,429

受取利息及び受取配当金 △10,396 △15,394

支払利息 15,289 12,038

デリバティブ評価損益（△は益） △24,336 12,476

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） 384 808

売上債権の増減額（△は増加） △492,832 △527,957

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,967 △49,865

仕入債務の増減額（△は減少） 92,130 119,020

未払金の増減額（△は減少） 73,820 △32,701

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,346 △18,063

その他 34,726 41,031

小計 273,616 85,154

利息及び配当金の受取額 10,606 15,394

利息の支払額 △13,777 △12,179

法人税等の支払額 △9,665 △80,432

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,780 7,937

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 △71,000 △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 △73,137 △126,896

有形固定資産の売却による収入 2,792 15

投資有価証券の取得による支出 △1,881 △34,102

投資有価証券の売却による収入 － 13,638

その他 1,678 △9,356

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,549 △126,801
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） △234,997 6,580

長期借入れによる収入 50,000 34,085

長期借入金の返済による支出 △261,385 △151,754

社債の発行による収入 － 490,710

社債の償還による支出 － △501,451

自己株式の取得による支出 △166 △88

配当金の支払額 △33,551 △55,809

少数株主への払戻による支出 － △4,000

その他 △3,105 △3,416

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,206 △185,143

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 △3,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,053 △307,343

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 481,530 614,973
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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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