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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64期

第３四半期連結
累計期間

第65期
第３四半期連結
累計期間

第64期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 6,852 7,024 9,124

経常利益（百万円） 248 309 283

四半期（当期）純利益（百万円） 152 198 204

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
121 241 241

純資産額（百万円） 4,902 5,217 5,021

総資産額（百万円） 8,842 9,984 9,332

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
13.62 17.75 18.27

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 17.45 18.16

自己資本比率（％） 53.2 50.1 51.7

　

回次
第64期

第３四半期連結
会計期間

第65期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
6.22 10.72

（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。

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24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災か

らの復旧・復興に向けた動きやエコカー補助金などの政策効果に支えられ緩やかながら持ち直していたものの、

夏場以降の世界経済の一段の減速や日中情勢の悪化、政策効果一巡などの影響を受け、依然として先行き不透明

な状況で推移しております。

このような経済情勢下、当社グループにおきましては復興需要などにより建材向けの売上が増加したことや湿

式シリカの売上が順調に推移した結果、売上高は１億72百万円増加の70億24百万円（2.5％増）となりました。損

益面につきましては、節電・省エネ対策などによりコスト削減に努めました結果、営業利益は２億27百万円（前

年同期比14百万円 6.9％増）となりました。また、円安の影響を受け、原油デリバティブの時価下落幅が前年同期

と比べ圧縮されたことや外貨預金などの為替差益が発生したことなどから営業外損益が前年同期と比べ改善さ

れたことにより、経常利益は３億９百万円（前年同期比60百万円 24.1％増）、四半期純利益は１億98百万円（前

年同期比45百万円 30.0％増)となりました。

(2）財政状態の分析

当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ６億51百万円増加し99億84百万円となりました。これは主

に現金及び預金が１億61百万円、受取手形及び売掛金が１億87百万円、有形固定資産が３億63百万円増加したこ

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４億56百万円増加し47億66百万円となりました。これは主に設備

未払金（流動負債　その他）が１億96百万円、長期借入金が２億27百万円増加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１億95百万円増加し52億17百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末の51.7％から50.1％になりました。

(3）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。

(4）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、２億26百万円であります。

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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(5）設備の状況

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に重要な変

更があったものは、次のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地 主な製造品目 設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定
完成後の
増加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

丸尾カルシウ

ム㈱

土山工場

兵庫県

明石市

化合炭酸

カルシウム

化合炭酸

カルシウム

生産設備

500 －
自己資金

及び借入
平成25年５月 平成26年３月（注）２

（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．既存設備代替のための新設で、生産量の増加は見込んでおりません。

３．前連結会計年度末の計画は、着手予定が平成24年10月、完了予定が平成25年３月でありましたが、工期の見直

し等により着手予定を平成25年５月、完了予定を平成26年３月に変更しております。

　

また、前連結会計年度末における設備の新設の計画について、当第３四半期連結累計期間に完了したものは次

のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地 主な製造品目 設備の内容
投資金額
（百万円）

資金調達
方法

着手及び完了 完成後の
増加能力着手 完了

丸尾カルシウム㈱

土浦工場

茨城県

稲敷郡

化合炭酸

カルシウム

化合炭酸

カルシウム

生産設備

320
自己資金

及び借入
平成24年１月 平成24年９月 （注）２

（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．処方改善のための設備更新で、生産量の増加は見込んでおりません。
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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24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月７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25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24年10月１日～

平成24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24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24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　　 552,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　11,055,000 11,055 －

単元未満株式 普通株式　　 103,000 － －

発行済株式総数 11,710,000 － －

総株主の議決権 － 11,055 －

 

②【自己株式等】

 平成24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
552,000－ 552,000 4.71

計 － 552,000－ 552,000 4.71

 

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24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 810,790 972,151

受取手形及び売掛金 ※
 3,716,508

※
 3,904,098

商品及び製品 344,783 362,609

仕掛品 81,797 80,730

原材料及び貯蔵品 194,225 214,666

その他 160,221 117,619

貸倒引当金 △6,883 △6,556

流動資産合計 5,301,442 5,645,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 957,759 975,621

機械装置及び運搬具（純額） 924,610 1,202,933

土地及び砿山用土地（純額） 562,033 581,307

建設仮勘定 35,527 76,108

その他（純額） 37,609 44,995

有形固定資産合計 2,517,540 2,880,967

無形固定資産 38,378 36,502

投資その他の資産

投資有価証券 917,954 976,104

投資不動産（純額） 290,586 289,640

その他 274,442 164,218

貸倒引当金 △8,224 △8,645

投資その他の資産合計 1,474,759 1,421,318

固定資産合計 4,030,678 4,338,787

資産合計 9,332,121 9,984,106

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,651,735 1,644,548

短期借入金 219,202 363,071

未払法人税等 50,296 33,307

賞与引当金 143,000 74,749

役員賞与引当金 6,660 4,540

その他 566,063 752,109

流動負債合計 2,636,957 2,872,327

固定負債

社債 567,000 550,500

長期借入金 364,718 592,503

退職給付引当金 510,035 521,348

資産除去債務 4,510 4,510

その他 227,024 225,619

固定負債合計 1,673,288 1,894,482

負債合計 4,310,245 4,766,809
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24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 3,408,858 3,551,121

自己株式 △87,713 △87,713

株主資本合計 4,628,268 4,770,531

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 230,360 269,384

為替換算調整勘定 △33,929 △33,814

その他の包括利益累計額合計 196,431 235,570

新株予約権 8,634 18,017

少数株主持分 188,541 193,177

純資産合計 5,021,875 5,217,297

負債純資産合計 9,332,121 9,984,106
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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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 6,852,087 7,024,364

売上原価 5,408,654 5,527,892

売上総利益 1,443,433 1,496,472

販売費及び一般管理費 1,230,332 1,268,690

営業利益 213,100 227,781

営業外収益

受取利息 1,192 1,080

受取配当金 14,701 22,919

不動産賃貸料 42,819 43,169

その他 17,347 40,346

営業外収益合計 76,061 107,515

営業外費用

支払利息 7,756 8,014

デリバティブ評価損 22,269 12,651

その他 10,198 5,580

営業外費用合計 40,223 26,246

経常利益 248,938 309,050

特別利益

固定資産売却益 405 28,394

特別利益合計 405 28,394

特別損失

減損損失 7,045 87

固定資産処分損 6,907 29,353

投資有価証券評価損 2,249 199

ゴルフ会員権評価損 － 9,424

役員退職慰労金 233 －

特別損失合計 16,435 39,065

税金等調整前四半期純利益 232,907 298,380

法人税、住民税及び事業税 57,352 81,498

法人税等調整額 17,286 14,300

法人税等合計 74,638 95,798

少数株主損益調整前四半期純利益 158,269 202,581

少数株主利益 5,868 4,529

四半期純利益 152,400 198,052
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【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23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 158,269 202,581

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,234 39,024

為替換算調整勘定 △4,487 221

その他の包括利益合計 △36,722 39,245

四半期包括利益 121,546 241,827

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,911 237,191

少数株主に係る四半期包括利益 4,635 4,636
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【会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が13,691千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が

13,732千円それぞれ増加しております。

【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。

【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。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形 83,478千円 67,977千円

（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（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23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 308,198千円 309,420千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24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24年６月28日

定時株主総会
普通株式 55,789 5.00平成24年３月31日平成24年６月29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23年４月１日　至平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成24年４月１日　至平成24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。
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（企業結合等関係）

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23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 13.62円 17.75円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 152,400 198,052

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） 152,400 198,052

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,186 11,157

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13.56円 17.45円

（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） 53 193

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

－ －

（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。

EDINET提出書類

丸尾カルシウム株式会社(E00791)

四半期報告書

14/15



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成25年２月６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24年４月１日から平成25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24年10月１日か

ら平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年12月31日現在の財

政状態及び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。

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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