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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,257 7.1 215 21.3 274 3.4 172 14.3
22年3月期 7,706 △5.1 177 ― 265 ― 150 ―

（注）包括利益 23年3月期 123百万円 （△42.4％） 22年3月期 213百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 15.36 ― 3.7 3.1 2.6
22年3月期 13.44 ― 3.4 3.0 2.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 8,714 4,832 53.3 415.18
22年3月期 8,767 4,781 52.2 408.80

（参考） 自己資本   23年3月期  4,647百万円 22年3月期  4,576百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 509 △157 △357 907
22年3月期 783 △189 △518 922

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 55 37.2 1.2
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 55 32.6 1.2

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 93.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 4,000 1.5 20 △72.6 20 △79.2 10 △73.9 0.89
通期 8,400 1.7 100 △53.7 100 △63.6 60 △65.1 5.36



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 11,710,000 株 22年3月期 1,171,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 515,988 株 22年3月期 514,917 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 11,194,728 株 22年3月期 11,195,929 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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 
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．
経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度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上向き、後半

は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からその足取りに鈍りは見えま

したものの、年度を通せば概ね持ち直しの動きを見せておりました。 

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と判断したことから、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５億50百万円

（7.1％）増加し82億57百万円となりました。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を中心とした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37百万円、21.3％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２億74百万円（前年同期比８百万円、3.4％増）、当期純利益は１億72百万円（前年同期比21百万円、14.3％

増）となりました。 

次期の見通しにつきましては、前述の通り持ち直しの動きが見え始めた日本経済でありますが、年度末直前に起こ

った東日本大震災の影響は工場の被災や輸送経路の遮断など直接的な傷跡に加え、原子力発電所事故をきっかけとし

た電力不足が長期化することから弱い動きで始まるものと思われます。また原発問題の行方が不透明でかつ財政出動

も明らかにされていない中、地震により損壊したインフラや生産設備、住宅などを再建するための復興需要が顕在化

する時期を見通すことも難しい状況です。 

当社グループは幸いにも関東地方の生産拠点における震災被害が比較的少なかったことから、すぐにでも復興に寄

与して行きたいと考えておりますが、上述の様な先行きの予想が付き難い情勢下、既に震災前から上昇を始めていた

原油などエネルギー価格の高騰に代表される原材料コストの更なる増加は避けられず、多くの顧客が震災の悪影響下

にある中、原材料費上昇分の製品価格への転嫁も通常通りには進まないことが予想されることから売上高はある程度

の伸びが見込まれるものの、損益面は一層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

売上高は84億円（前年同期比１億42百万円、1.7％増）と増収するものの、営業利益１億円（前年同期比１億15百万

円、53.7％減）経常利益１億円（前年同期比１億74百万円、63.6％減）当期純利益60百万円（前年同期比１億12百万

円、65.1％減）と減益を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ52百万円減少し87億14百万円となりました。これは主に売

上債権が２億37百万円増加したのに対して、生産設備等の有形固定資産が２億84百万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１億３百万円減少し38億82百万円となりました。これは主に仕入債

務が１億36百万円増加したのに対して短期借入金が２億62百万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51百万円増加し48億32百万円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の52.2％から53.3％になりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税金等調整前利益や減価償却費、仕入債務

の増加、社債の発行などの資金増加要因に対して売上債権の増加や固定資産の取得、短期借入金の減少、長期借入

金の返済、社債の償還などの資金減少要因により、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し９億７百万円となりま

した。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は５億９百万円で、これは主に減価償却費４億57百万円、仕入債務の増加１億32

百万円などによる資金増加に対して、売上債権の増加２億44百万円、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。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は１億57百万円で、これは主に有形固定資産の取得１億55百万円などの支出によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は３億57百万円で、これは主に社債の発行４億90百万円及び長期借入金60百万円

の収入に対して、社債の償還５億１百万円、長期借入金の返済１億97百万円、短期借入金の減少１億45百万円や

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。 

１．経営成績
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様方への適正な利益還元を重視し、安定的な配当を継

続することを基本としております。内部留保金につきましては、長期的展望に立った企業基盤強化のため、研究開発

投資及び効率化、省力化、環境保全のための設備投資等に活用致します。 

 また、平成23年３月期の配当につきましては、１株当たり５円の期末配当を予定しております。 

  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  49.4  49.7   50.3   52.2   53.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 27.6  32.4   13.5   17.5   18.1

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 16.6  2.7   2.7   1.6   1.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 5.6  33.0   31.7   43.4   36.5
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業に関する主なリスクは以下のものが考えられ、これらのリスクを低減するべく努力をしており

ます。しかしながら、予想を超えた事態が発生した場合は、経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性

があり、また、これらのリスクだけに限定されるものではありません。 

 なお当該リスクにおける将来に関する記載内容は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

あります。 

 ①原料の調達について 

 当社グループが調達する原料には、特定少数の仕入先からしか入手できないものがあり、また、海外からの調

達等のため、仕入先の国の政治・経済や為替動向により仕入量及び単価が大きく変動し、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 ②知的財産権の保護について 

 当社グループは、他社製品との差別化を図るために独自の技術開発と知的財産権の保護に努めておりますが、

第三者による当社グループの知的財産を使用した類似製品の製造販売を完全に防止できないことや、当社グルー

プの製品が他社の知的財産権の侵害をしていると判断されることが生じた場合、当社グループの業績及び財務状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ③貸倒れリスクについて 

 当社グループでは、売上債権管理として与信年齢調べ、回収条件の厳正運用及び引当金の設定などを行い、不

測の事態に対応するべく努力しておりますが、取引先の信用不安などから予期せぬ貸倒れにより当社グループの

業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ④製品の品質と責任について 

 当社グループは、顧客に信頼されるべく品質第一に製品開発を行い、国際的な品質管理システムに則り製品を

設計、製造しております。また、生産物責任賠償保険に加入しておりますが、これらを超える重大な品質トラブ

ルが発生した場合、当社グループ及び製品への信頼を失う恐れがあり、当社グループの業績及び財務状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤事故及び災害について 

 当社グループは、事故及び災害による製造設備の停止を防止するために、設備点検の実施、安全装置、消火設

備の充実などを実施する一方、生産拠点の分散を図るなど製品の安定供給体制設備に努めております。しかしな

がら、予想を上回る大規模な産業事故、大規模災害などによる製造設備の損壊を被るような事態が発生した場

合、当社グループの業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥繰延税金資産の取崩しについて 

 当社グループは、将来の課税所得に関する予測・仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断を行ってお

りますが、将来の課税所得の予測・仮定が変更され、繰延税金資産の一部ないしは全部が回収できないと判断さ

れた場合、繰延税金資産は減額され、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ⑦固定資産の減損について 

 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。将来、業績の大幅な悪化や不動産価格

の下落等があった場合、減損損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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 当社グループ（当社及び子会社４社で構成）は、塗料原料、ゴム・合成樹脂の補強充填剤、薬品及び食品添加用など

の用途向けの各種炭酸カルシウムの製造販売を主たる事業としております。 

 当社と関係会社の位置付けは次のとおりであります。 

 当社が化合炭酸カルシウム及び重質炭酸カルシウムを、子会社九州カルシウム㈱が重質炭酸カルシウムを、子会社東

莞立丸奈米科技有限公司が化合炭酸カルシウムを製造し、当社及び子会社九州カルシウム㈱・丸尾（上海）貿易有限公

司が販売しております。 

 また、当社の関係会社以外からタルク、クレーなどを購入し、当社及び丸尾（上海）貿易有限公司が販売しておりま

す。 

 なお、東洋白土㈱につきましては、平成19年３月20日をもって生産活動を休止しております。 

 以上述べた事項を事業系統図で示すと下記のとおりになります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループにおきましては、「社会からの信頼」を第一義と考え、「未知への挑戦」と「困難に立ち向かう勇気

と力」をキーワードとして、グループ各企業のあるべき姿を「働く人がいきいきしている企業」、「顧客に感動を与

える企業」、「社会に必要とされる企業」と定め、炭酸カルシウムを核とする無機化学薬品メーカーとして、基礎研

究、開発研究を充実し、そこから生み出される独自技術に基づいた高付加価値品の開発、製造、販売を行う高収益体

質の企業グループを目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業活動の成果を表す経営指標としては収益性を重視し、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）70

円、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）７％を中長期の目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、炭酸カルシウムで培われた技術を基に精密無機化学薬品のサプライヤーとして、基礎研究、開発研究を充

実し、環境にやさしく、人にやさしい生活用品、工業用品、建築資材などの原材料や補助栄養添加剤などを独自技術

で製造し、世界の企業、世界の人々に提供する高収益体質の会社を目指しております。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、業務改革や不断の合理化努力を通じて収益の向上を図り、変化の激しい時代において企業価値を

高めるため、次の５項目に充填をおいて経営を進めてまいります。 

  ①商品開発におけるマーケットインの徹底 

  ②情報、スピードを重視した営業体制の確立 

  ③情報・技術の共有化の徹底 

  ④環境問題と品質保証への積極的な取り組み 

  ⑤チャレンジと創造性尊重の人事システムの確立 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,002,317 957,973

受取手形及び売掛金 3,013,384 3,250,887

商品及び製品 271,378 258,057

仕掛品 60,689 85,559

原材料及び貯蔵品 155,054 193,979

繰延税金資産 75,259 83,591

その他 75,557 93,870

貸倒引当金 △23 △4,747

流動資産合計 4,653,617 4,919,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 988,616 939,961

機械装置及び運搬具（純額） 1,253,795 977,551

土地及び砿山用土地 557,033 562,033

リース資産（純額） 11,965 8,905

建設仮勘定 811 34,151

その他（純額） 41,553 46,731

有形固定資産合計 2,853,774 2,569,335

無形固定資産   

鉱業権 38,981 38,981

その他 8,803 6,772

無形固定資産合計 47,784 45,754

投資その他の資産   

投資有価証券 678,154 650,064

長期貸付金 3,155 5,625

繰延税金資産 7,726 5,845

投資不動産（純額） 295,889 293,153

その他 236,428 234,649

貸倒引当金 △9,379 △8,783

投資その他の資産合計 1,211,975 1,180,553

固定資産合計 4,113,535 3,795,642

資産合計 8,767,152 8,714,813
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,388,890 1,525,067

短期借入金 511,704 249,600

1年内償還予定の社債 500,000 －

リース債務 4,467 4,741

未払金 311,282 303,947

未払法人税等 62,184 101,277

賞与引当金 132,276 137,800

役員賞与引当金 － 6,660

その他 89,187 99,201

流動負債合計 2,999,992 2,428,296

固定負債   

社債 － 500,000

長期借入金 220,022 185,753

リース債務 8,079 4,594

繰延税金負債 72,797 33,025

退職給付引当金 486,630 502,147

役員退職慰労引当金 161,610 187,250

資産除去債務 － 4,510

その他 36,428 36,604

固定負債合計 985,568 1,453,884

負債合計 3,985,561 3,882,181

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 3,144,502 3,260,527

自己株式 △82,796 △82,934

株主資本合計 4,368,829 4,484,716

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228,694 196,911

為替換算調整勘定 △21,007 △34,096

その他の包括利益累計額合計 207,687 162,814

少数株主持分 205,074 185,101

純資産合計 4,781,590 4,832,632

負債純資産合計 8,767,152 8,714,813
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,706,701 8,257,285

売上原価 5,997,375 6,371,264

売上総利益 1,709,325 1,886,021

販売費及び一般管理費 1,531,367 1,670,134

営業利益 177,958 215,886

営業外収益   

受取利息 1,240 1,291

受取配当金 9,278 14,231

不動産賃貸料 58,228 61,443

デリバティブ評価益 21,451 1,005

デリバティブ決済益 6,082 8,298

助成金収入 18,138 8,836

その他 8,401 13,265

営業外収益合計 122,822 108,373

営業外費用   

支払利息 18,055 13,959

為替差損 6,341 18,512

社債発行費 － 9,289

その他 10,976 8,141

営業外費用合計 35,373 49,903

経常利益 265,407 274,356

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,148 －

投資有価証券売却益 － 571

固定資産売却益 291 10

負ののれん発生益 － 11,988

特別利益合計 12,439 12,570

特別損失   

固定資産処分損 16,911 11,350

投資有価証券評価損 － 6,444

減損損失 65,265 －

環境対策費 18,100 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,510

その他 5,598 －

特別損失合計 105,875 22,304

税金等調整前当期純利益 171,971 264,622

法人税、住民税及び事業税 55,238 124,964

法人税等調整額 △23,116 △34,720

法人税等合計 32,121 90,243

少数株主損益調整前当期純利益 － 174,378

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10,605 2,378

当期純利益 150,455 172,000
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 174,378

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △31,783

為替換算調整勘定 － △19,449

その他の包括利益合計 － △51,232

包括利益 － 123,146

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 127,129

少数株主に係る包括利益 － △3,983
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 871,500 871,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 871,500 871,500

資本剰余金   

前期末残高 435,622 435,622

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 435,622 435,622

利益剰余金   

前期末残高 3,027,637 3,144,502

当期変動額   

剰余金の配当 △33,590 △55,975

当期純利益 150,455 172,000

当期変動額合計 116,864 116,025

当期末残高 3,144,502 3,260,527

自己株式   

前期末残高 △82,608 △82,796

当期変動額   

自己株式の取得 △187 △138

当期変動額合計 △187 △138

当期末残高 △82,796 △82,934

株主資本合計   

前期末残高 4,252,151 4,368,829

当期変動額   

剰余金の配当 △33,590 △55,975

当期純利益 150,455 172,000

自己株式の取得 △187 △138

当期変動額合計 116,677 115,886

当期末残高 4,368,829 4,484,716
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 158,324 228,694

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,369 △31,783

当期変動額合計 70,369 △31,783

当期末残高 228,694 196,911

為替換算調整勘定   

前期末残高 △21,352 △21,007

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 345 △13,089

当期変動額合計 345 △13,089

当期末残高 △21,007 △34,096

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 136,972 207,687

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,714 △44,872

当期変動額合計 70,714 △44,872

当期末残高 207,687 162,814

少数株主持分   

前期末残高 215,660 205,074

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,586 △19,973

当期変動額合計 △10,586 △19,973

当期末残高 205,074 185,101

純資産合計   

前期末残高 4,604,784 4,781,590

当期変動額   

剰余金の配当 △33,590 △55,975

当期純利益 150,455 172,000

自己株式の取得 △187 △138

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,128 △64,845

当期変動額合計 176,806 51,041

当期末残高 4,781,590 4,832,632
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 171,971 264,622

減価償却費 524,646 457,105

固定資産処分損益（△は益） 16,911 11,350

減損損失 65,265 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,253 4,128

負ののれん発生益 － △11,988

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,632 5,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,582 25,639

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,660

退職給付引当金の増減額（△は減少） △867 15,517

受取利息及び受取配当金 △10,518 △15,522

支払利息 18,055 13,959

デリバティブ評価損益（△は益） △21,451 △1,005

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,444

投資有価証券売却損益（△は益） － △571

有形固定資産売却損益（△は益） △291 △10

売上債権の増減額（△は増加） △180,304 △244,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,964 △54,650

仕入債務の増減額（△は減少） 102,839 132,381

未払金の増減額（△は減少） 88,800 △12,864

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,193 △20,350

その他 9,318 6,420

小計 799,567 588,632

利息及び配当金の受取額 10,728 15,522

利息の支払額 △16,889 △14,229

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 783,739 509,493

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 △80,000 △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 △107,159 △155,684

有形固定資産の売却による収入 2,788 15

無形固定資産の取得による支出 △500 △453

投資有価証券の取得による支出 △2,484 △34,707

投資有価証券の売却による収入 － 13,638

貸付けによる支出 － △3,300

貸付金の回収による収入 1,010 830

その他 △3,245 △7,651

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,590 △157,412
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３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） △196,306 △145,907

長期借入れによる収入 100,000 60,557

長期借入金の返済による支出 △384,200 △197,240

社債の発行による収入 － 490,710

社債の償還による支出 － △501,451

リース債務の返済による支出 △4,249 △4,577

少数株主への払戻による支出 － △4,000

自己株式の取得による支出 △187 △138

配当金の支払額 △33,570 △55,818

財務活動によるキャッシュ・フロー △518,514 △357,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,098 △8,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,732 △14,443

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期末残高 922,317 907,873
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 該当事項はありません。 

  

 なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成22年６月29日提出）における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項 

(イ)    ────── (イ)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

  (ロ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(ロ)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充

てるため、当連結会計年度に負担す

る支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③     ────── ③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与に充て

るため、当連結会計年度に負担する

支給見込額を計上しております。 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務に基づき、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職により支給する役員退

職慰労金に充てるため、内規に基づ

く当連結会計年度末における要支給

額の100％を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

  (ハ)     ────── (ハ)連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲に関する事項 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

２．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

────── 

３．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲に関する事項 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

────── 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 

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。   

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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、税金等調整前当期純利益は4,510千円減少

しております。  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益  222,899千円 

少数株主に係る包括利益  △8,924  

計  213,975  

その他有価証券評価差額金  70,369千円 

為替換算調整勘定  3,756  

計  74,125  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  
アジア

オセアニア 
米州 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  900,373  79,388  10,102  989,864

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  7,706,701

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 11.7  1.0  0.1  12.8

アジア・オセアニア ： 中国、韓国、タイ、台湾、シンガポール、マレーシア、オーストラリア 

米州 ： 米国 

欧州 ： イタリア、オランダ、ドイツ 
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円）

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：千円）

  

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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） 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度より、「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。 

  

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

  
化合炭酸カル

シウム 

重質炭酸カル

シウム 
その他 合計 

外部顧客への売上高  3,511,185  2,630,448  2,115,650  8,257,285

日本 
アジア 

オセアニア 
北米 欧州 合計 

 7,151,031  1,012,921  76,160  17,171  8,257,285

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

日本ペイント株式会社  1,082,563   

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円408.80

１株当たり当期純利益金額 円13.44

１株当たり純資産額 円415.18

１株当たり当期純利益金額 円15.36

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  150,455  172,000

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  150,455  172,000

普通株式の期中平均株式数（千株）  11,195  11,194

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任監査役候補 

 （非常勤）監査役   野田 忠世 

（注）新任監査役候補 野田忠世氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

・退任予定監査役 

 （非常勤）監査役   入山 基弘  

（注）退任予定監査役 入山基弘氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。 

③ 就任及び退任予定日 

平成23年６月29日 

  

５．その他
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(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当連結会計年度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 

 当連結会計年度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。 

 当連結会計年度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）１．前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

化合炭酸カルシウム（百万円）  3,208  100.4

重質炭酸カルシウム（百万円）  924  104.2

その他（百万円）  341  121.9

合計（百万円）  4,474  102.5

品目 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

グループ内製造品 

化合炭酸カルシウム（百万円）  3,380  104.2

重質炭酸カルシウム（百万円）  930  104.6

その他（百万円）  337  121.5

小計（百万円）  4,648  105.4

グループ外購入品 

化合炭酸カルシウム（百万円）  130  103.2

重質炭酸カルシウム（百万円）  1,700  104.5

その他（百万円）  1,778  115.2

小計（百万円）  3,609  109.5

合計（百万円）  8,257  107.1

品目 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％） 

合成樹脂  3,574  108.4

塗料  2,348  107.1

輸出  592  94.7

食品・飼料  754  109.1

ゴム  523  106.6

その他  462  113.8

合計  8,257  107.1

相手先

前連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

日本ペイント株式会社  1,022  13.3  1,082  13.1
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