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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期

第３四半期連結
累計期間

第64期
第３四半期連結
累計期間

第63期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（百万円） 6,141 6,852 8,257

経常利益（百万円） 243 248 274

四半期（当期）純利益（百万円） 161 152 172

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
134 121 123

純資産額（百万円） 4,844 4,902 4,832

総資産額（百万円） 8,728 8,842 8,714

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
14.44 13.62 15.36

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 13.56 －

自己資本比率（％） 53.4 53.2 53.3

　

回次
第63期

第３四半期連結
会計期間

第64期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
11.01 6.22

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第63期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．第63期第３四半期連結累計期間及び第63期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は東日本大震災の

影響により大きく落ち込んだ後、サプライチェーンの復旧等に伴い夏場にかけて回復に転じましたものの、欧州

の財政問題の再燃、円高の進展などの影響を受けて年末にかけて回復ペースは鈍化しており、依然として世界経

済の変調による不安要素は払拭できず先行き不透明な状況にあります。

このような経済情勢下、当社グループにおきましては新規販路の開拓や一部復興需要もあり売上高は前年同期

に比べ７億11百万円増加し68億52百万円（11.6%増）となりました。損益面では原材料等の価格高騰による影響

はあったものの設備投資抑制による減価償却費用の圧縮やコストダウンに努めました結果、営業利益は２億13百

万円（前年同期比２百万円　1.3％減）、経常利益は２億48百万円（前年同期比５百万円　2.3％増）、四半期純利

益は１億52百万円（前年同期比９百万円　5.7％減）となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億30百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,710,000 11,710,000
大阪証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 11,710,000 11,710,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 11,710 － 871,500 － 435,622

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 516,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　11,090,000 11,090 －

単元未満株式 普通株式　　 104,000 － －

発行済株式総数 11,710,000 － －

総株主の議決権 － 11,090 －

 

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

丸尾カルシウム㈱
兵庫県明石市魚住町西岡

1455
516,000 － 516,000 4.40

計 － 516,000 － 516,000 4.40

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、霞が関監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 957,973 794,406

受取手形及び売掛金 3,250,887 ※
 3,682,535

商品及び製品 258,057 274,000

仕掛品 85,559 76,912

原材料及び貯蔵品 193,979 192,767

その他 177,461 121,995

貸倒引当金 △4,747 △5,497

流動資産合計 4,919,171 5,137,120

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 939,961 908,960

機械装置及び運搬具（純額） 977,551 920,049

土地及び砿山用土地 562,033 562,033

建設仮勘定 34,151 43,828

その他（純額） 55,637 39,224

有形固定資産合計 2,569,335 2,474,095

無形固定資産 45,754 37,466

投資その他の資産

投資有価証券 650,064 643,638

投資不動産（純額） 293,153 291,227

その他 246,119 267,467

貸倒引当金 △8,783 △8,802

投資その他の資産合計 1,180,553 1,193,530

固定資産合計 3,795,642 3,705,093

資産合計 8,714,813 8,842,214

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,525,067 1,673,026

短期借入金 249,600 204,428

未払法人税等 101,277 6,836

賞与引当金 137,800 69,250

役員賞与引当金 6,660 4,440

その他 407,890 514,566

流動負債合計 2,428,296 2,472,548

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 185,753 235,837

退職給付引当金 502,147 499,614

役員退職慰労引当金 187,250 －

資産除去債務 4,510 4,510

その他 74,223 227,639

固定負債合計 1,453,884 1,467,600

負債合計 3,882,181 3,940,149
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12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 3,260,527 3,356,958

自己株式 △82,934 △87,713

株主資本合計 4,484,716 4,576,368

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 196,911 164,676

為替換算調整勘定 △34,096 △37,351

その他の包括利益累計額合計 162,814 127,325

新株予約権 － 8,634

少数株主持分 185,101 189,737

純資産合計 4,832,632 4,902,064

負債純資産合計 8,714,813 8,842,214
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 6,141,087 6,852,087

売上原価 4,710,173 5,408,654

売上総利益 1,430,913 1,443,433

販売費及び一般管理費 1,214,947 1,230,332

営業利益 215,966 213,100

営業外収益

受取利息 1,234 1,192

受取配当金 14,160 14,701

不動産賃貸料 45,871 42,819

デリバティブ決済益 5,641 7,432

助成金収入 7,438 4,761

その他 9,155 5,153

営業外収益合計 83,502 76,061

営業外費用

支払利息 12,038 7,756

為替差損 16,199 4,597

デリバティブ評価損 12,476 22,269

社債発行費 9,289 －

その他 6,138 5,600

営業外費用合計 56,143 40,223

経常利益 243,325 248,938

特別利益

固定資産売却益 10 405

投資有価証券売却益 571 －

負ののれん発生益 11,988 －

特別利益合計 12,570 405

特別損失

減損損失 － 7,045

固定資産処分損 11,027 6,907

投資有価証券評価損 808 2,249

役員退職慰労金 － 233

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 16,345 16,435

税金等調整前四半期純利益 239,550 232,907

法人税、住民税及び事業税 78,066 57,352

法人税等調整額 △1,335 17,286

法人税等合計 76,730 74,638

少数株主損益調整前四半期純利益 162,819 158,269

少数株主利益 1,212 5,868

四半期純利益 161,607 152,400

EDINET提出書類

丸尾カルシウム株式会社(E00791)

四半期報告書

 9/14



【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 162,819 158,269

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,034 △32,234

為替換算調整勘定 △15,833 △4,487

その他の包括利益合計 △27,867 △36,722

四半期包括利益 134,952 121,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 138,982 116,911

少数株主に係る四半期包括利益 △4,029 4,635
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（役員退職慰労引当金）

平成23年６月29日開催の第63回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を決議したこと

に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、将来の打切り支給予定額として固定負債のその他（長期未払金）に171,480

千円計上しております。

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下

げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結

会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除

した金額）は3,474千円減少し、その他有価証券評価差額金は12,024千円増加し、法人税等調整額は15,498千円増加して

おります。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計

期間末日残高に含まれております。

受取手形 85,905千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る

四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費

（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 338,013千円 308,198千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 55,975 5.00平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 55,970 5.00平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成23年４月１日　至平成23年12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。

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 14円44銭 13円62銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 161,607 152,400

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 161,607 152,400

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,194 11,186

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円－銭 13円56銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） － 53

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成24年２月７日

丸尾カルシウム株式会社   

取締役会　御中   

 霞が関監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植田　益司　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹川　敏幸　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸尾カルシウム株

式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日か

ら平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸尾カルシウム株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

その他の事項

会社の平成23年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に

係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査

が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成23年２月７日付けで無限定の結論を表明してお

り、また、当該連結財務諸表に対して平成23年６月29日付けで無限定適正意見を表明している。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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