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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

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

21年3月期第3四半期 6,451 ― 23 ― △29 ― △67 ―

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

22年3月期第3四半期 19.93 ―

21年3月期第3四半期 △5.87 ―

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

22年3月期第3四半期 8,656 4,816 53.2 411.42
21年3月期 8,731 4,604 50.3 392.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,605百万円 21年3月期  4,389百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 7,500 △7.6 100 ― 120 ― 60 ― 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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、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かか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。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 11,710,000株 21年3月期  11,710,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  514,743株 21年3月期  513,225株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 11,196,166株 21年3月期第3四半期 11,539,681株



 当第３四半期累計期間（平成21年４月～12月）におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国経済の本格的な回

復による輸出の持ち直しに加え、景気刺激政策による国内消費の下げ止まりにより前期末を底として徐々に回復し始

めております。しかしながら未だに企業業績の低迷から設備投資余力は乏しく雇用環境も厳しい状態が続いておりま

す。 

 このような経済情勢下、当社グループも前期末の厳しい状況からは回復はしているものの、その足取りは鈍く建設

関連用途を中心とした不振から前年の水準には至らず当第３四半期累計期間の売上高は57億94百万円（前年同期比６

億56百万円、10.2％減少）に止まっております。一方、損益は前期から設備投資を抑制したことによる減価償却費負

担の減少や全社的なコスト削減努力が功を奏し営業利益１億45百万円（前年同期比１億21百万円、521.2％増加）、

経常利益２億20百万円（前年同期は29百万円の経常損失）、四半期純利益２億23百万円（前年同期は67百万円の四半

期純損失）と減収ながら増益となりました。 

  

（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74百万円減少し86億56百万円となりました。これは主に売上債

権が４億92百万円増加したのに対して現金及び預金が２億93百万円、有形固定資産が３億70百万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２億85百万円減少し38億40百万円となりました。これは主に仕入債務

が91百万円増加したのに対して短期借入金が３億44百万円、長期借入金が１億３百万円それぞれ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２億11百万円増加し48億16百万円となり、自己資本比率は前連結会

計年度末の50.3％から53.2％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３億64百万円減少し、

４億81百万円となりました。 

 営業活動の結果増加した資金は２億60百万円（前年同期は１億91百万円の増加）となりました。これは主に減価償

却費３億85百万円、仕入債務の増加92百万円などの増加要因に対して、売上債権の増加４億92百万円による資金減少

などがあったためであります。 

 投資活動の結果減少した資金は１億41百万円（前年同期は３億37百万円の減少）となりました。これは主に定期預

金及び積立預金の預入71百万円、有形固定資産の取得73百万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４億83百万円（前年同期は２億35百万円の減少）となりました。これは主に長期借

入金50百万円の収入に対し短期借入金の減少２億34百万円、長期借入金返済２億61百万円及び配当金の支払33百万円

などの支出によるものであります。 

  

 輸出に引っ張られるかたちで国内景気の方向としては上向きであるものの、平成20年秋のリーマン・ショック以降

の落ち込みが激しすぎたため、経済活動のレベル自体はまだまだ低いままで、本格的な回復にはなお時間を要するも

のとみられます。 

 当社グループを取り巻く環境も同様に足許では改善傾向にはありますが力強さに欠ける上、第４四半期は１、２月

のお客様の稼働日が少ないこと、需要回復の牽引車であります中国も２月の春節時期は経済活動が鈍化することなど

季節的な要因も加わり、出荷量の上乗せは難しいと考えております。売上不振に陥ると損益分岐点を下回る可能性も

あり、また為替相場や原油価格、原料価格などの変動要因も抱えていることから、通期の連結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いたします。 

 本業績予想に関しまして今後大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 552,530 845,584

受取手形及び売掛金 3,325,749 2,832,806

商品及び製品 235,623 252,743

仕掛品 60,669 64,473

原材料及び貯蔵品 153,751 160,255

その他 115,930 119,345

貸倒引当金 △5,373 △11,376

流動資産合計 4,438,880 4,263,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,043,199 1,056,845

機械装置及び運搬具（純額） 1,302,293 1,530,849

土地及び砿山用土地（純額） 582,107 648,961

建設仮勘定 4,244 61,137

その他（純額） 33,212 37,600

有形固定資産合計 2,965,058 3,335,394

無形固定資産 113,048 114,663

投資その他の資産   

投資有価証券 623,537 561,096

投資不動産（純額） 276,426 212,931

その他 249,154 252,462

貸倒引当金 △9,259 △9,279

投資その他の資産合計 1,139,858 1,017,210

固定資産合計 4,217,965 4,467,269

資産合計 8,656,846 8,731,101

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,377,666 1,285,773

短期借入金 540,154 884,854

未払法人税等 9,422 13,972

賞与引当金 63,594 116,644

その他 415,771 289,412

流動負債合計 2,406,607 2,590,655

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 222,499 326,478

退職給付引当金 478,085 487,498

役員退職慰労引当金 158,464 149,027

その他 75,172 72,655

固定負債合計 1,434,221 1,535,661

負債合計 3,840,829 4,126,316
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 3,217,155 3,027,637

自己株式 △82,775 △82,608

株主資本合計 4,441,502 4,252,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 188,156 158,324

為替換算調整勘定 △23,749 △21,352

評価・換算差額等合計 164,406 136,972

少数株主持分 210,108 215,660

純資産合計 4,816,017 4,604,784

負債純資産合計 8,656,846 8,731,101
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 6,451,055 5,794,338

売上原価 5,171,536 4,501,173

売上総利益 1,279,518 1,293,165

販売費及び一般管理費 1,256,110 1,147,757

営業利益 23,407 145,407

営業外収益   

受取利息 1,592 1,169

受取配当金 16,304 9,227

デリバティブ評価益 － 24,336

デリバティブ決済益 15,659 3,996

不動産賃貸料 40,598 42,634

助成金収入 － 14,406

その他 2,904 7,187

営業外収益合計 77,058 102,959

営業外費用   

支払利息 16,288 15,289

為替差損 － 7,576

デリバティブ評価損 95,332 －

その他 18,193 4,826

営業外費用合計 129,814 27,692

経常利益又は経常損失（△） △29,348 220,674

特別利益   

固定資産売却益 － 291

投資有価証券売却益 166 －

貸倒引当金戻入額 － 6,152

特別利益合計 166 6,443

特別損失   

固定資産処分損 8,394 2,101

投資有価証券評価損 10,162 384

役員退職慰労金 1,258 －

特別損失合計 19,815 2,486

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△48,997 224,632

法人税、住民税及び事業税 7,998 4,919

法人税等調整額 7,300 735

法人税等合計 15,299 5,655

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,473 △4,131

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,770 223,107
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△48,997 224,632

減価償却費 467,591 385,123

固定資産処分損益（△は益） 8,394 2,101

有形固定資産売却損益（△は益） － △291

貸倒引当金の増減額（△は減少） 362 △6,022

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,554 △53,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,624 △9,412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,894 9,436

受取利息及び受取配当金 △17,896 △10,396

支払利息 16,288 15,289

デリバティブ評価損益（△は益） 95,332 △24,336

投資有価証券売却損益（△は益） △166 －

投資有価証券評価損益（△は益） 10,162 384

売上債権の増減額（△は増加） △263,253 △492,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,521 25,967

仕入債務の増減額（△は減少） 64,122 92,130

未払金の増減額（△は減少） △27,489 73,820

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,543 6,346

その他 △25,799 34,726

小計 192,551 273,616

利息及び配当金の受取額 18,776 10,606

利息の支払額 △15,150 △13,777

法人税等の支払額 △4,787 △9,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,390 260,780

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

有形固定資産の取得による支出 △330,980 △73,137

有形固定資産の売却による収入 － 2,792

無形固定資産の取得による支出 △872 －

投資有価証券の取得による支出 △1,970 △1,881

投資有価証券の売却による収入 693 －

その他 △4,326 1,678

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,457 △141,549

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） 89,355 △234,997

長期借入れによる収入 59,012 50,000

長期借入金の返済による支出 △273,994 △261,385

自己株式の取得による支出 △75,259 △166

配当金の支払額 △35,084 △33,551

その他 － △3,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,970 △483,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,113 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △388,150 △364,053

現金及び現金同等物の期首残高 882,908 845,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 494,758 481,530
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第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。 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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。 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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は以下のとおりであります。 

       アジア・オセアニア：韓国、中国、タイ、台湾、シンガポール 

       北米       ：米国 

       欧州       ：ルクセンブルグ、イギリス、イタリア、ドイツ 

    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。 

当第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） 

 （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は以下のとおりであります。 

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

   北米       ：米国 

   欧州       ：イタリア、オランダ 

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。 

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  
アジア

オセアニア 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  966,977  40,286  22,034  1,029,298

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  6,451,055

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 15.0  0.6  0.3  15.9

  
アジア

オセアニア 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  639,308  40,550  8,853  688,713

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  5,794,338

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 11.0  0.7  0.2  11.9

（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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