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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 7,706 △5.1 177 ― 265 ― 150 ―

21年3月期 8,120 △0.7 △105 ― △128 ― △300 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 13.44 ― 3.4 3.0 2.3
21年3月期 △26.18 ― △6.4 △1.4 △1.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 8,767 4,781 52.2 408.80
21年3月期 8,731 4,604 50.3 392.00

（参考） 自己資本   22年3月期  4,576百万円 21年3月期  4,389百万円

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

22年3月期 783 △189 △518 922
21年3月期 627 △328 △319 845

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 33 ― 0.7
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 55 37.2 1.2

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 56.0

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間 3,800 2.2 60 △34.2 70 △43.9 40 △69.1 3.57

通期 8,000 3.8 140 △21.3 160 △39.7 100 △33.5 8.93



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「1株当たり情報」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 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  514,917株 21年3月期  513,225株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 7,387 △5.0 178 ― 266 ― 151 ―

21年3月期 7,780 △2.1 △115 ― △123 ― △310 ―

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
円 銭 円 銭

22年3月期 13.50 ―

21年3月期 △27.06 ―

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 8,399 4,498 53.6 401.81
21年3月期 8,323 4,310 51.8 384.98

（参考） 自己資本 22年3月期  4,498百万円 21年3月期  4,310百万円

※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、３ページ「１．経営
成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

 昨年３月までの行き過ぎた在庫調整に対する揺り戻しを経て、新興国を中心とした海外経済の回復を背景に輸出・

生産が徐々に持ち直し、緩やかながら企業活動は上昇基調となりました。一方、個人消費は依然として厳しい雇用・

所得環境が続く中ではありますが、定額給付金・エコカー減税・エコポイント制度などの景気刺激策によって底堅く

推移しました。また、ここ２年ほど減少が続いておりました設備投資は企業業績の改善によって年度後半から下げ止

まりが見られております。以上の通り当連結会計年度におけるわが国経済は総体的には 悪期を脱したと言えます

が、輸出や経済政策の恩恵に浴さなかった分野もあり、また回復した業界・企業といえどもその大半はピークの水準

には至っておらず、需給ギャップを残したままの状態が続いております。 

 このような経済情勢下、当社グループにおきましても同様に底は打ったものの、ごく一部の用途を例外として大半

の出荷は前年度を下回り、当連結会計年度の売上高は77億６百万円（前年同期比5.1％減少）に留まりました。一

方、原油に代表される原材料価格が安定したことや設備投資抑制による減価償却費負担の軽減をはじめとする全社的

なコスト削減努力の結果、営業利益は１億77百万円（前年同期は１億５百万円の損失）、経常利益は２億65百万円

（前年同期は１億28百万円の損失）、当期純利益は１億50百万円（前年同期は３億円の損失）と黒字に転換すること

ができました。 

 次期の日本経済は海外経済の好調を背景とした輸出の増加や企業収益の改善に伴う設備投資の増加から景気の腰折

れは回避できると見られており、期の後半には子ども手当などの家計支援策の効果も期待されております。しかしな

がら雇用・所得環境が改善されていない状況下での財政悪化などによる将来に対する不安感や昨年の経済対策効果が

一巡することによる個人消費の低迷、公共事業の大幅削減など減速要因も抱えており、予断を許さない経済情勢が続

くものと思われます。 

 当社グループの次期通期業績につきましては、緩やかな景気回復基調に押され出荷量は徐々に増加し売上高80億円

（前年同期比3.8％増）を見込んでいるものの、新興国の経済回復に伴い原材料の価格上昇が顕在化し始めているの

に対し前述の通り国内経済の懸念材料がある中での販売価格への転嫁は容易でないと見られることから収益環境は楽

観視できないことに加え、新規用途開発の為の研究開発費負担増や老朽化している生産設備の更新による負担増もあ

ることから、営業利益は１億40百万円（前年同期比21.3％減少）経常利益は１億60百万円（前年同期比39.7％減

少）、当期純利益は１億円（前年同期比33.5％減少）と増収ながら減益を予想しております。また、配当金につきま

しては期末配当１株当たり５円を予定いたしております。 

(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資産につきましては、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し87億67百万円となりました。

これは主に現金及び預金の増加１億56百万円や売上債権の増加１億80百万円などに対して、生産設備を中心とした

有形固定資産の減少４億81百万円などによるものであります。 

 負債につきましては、１億40百万円減少し39億85百万円となりました。これは主に仕入債務の増加１億３百万円

などに対して短期借入金の減少３億73百万円、長期借入金の減少１億６百万円などによるものであります。 

 純資産につきましては１億76百万円増加し47億81百万円となり、自己資本比率は前会計年度末の50.3％から

52.2％になりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は９億22百万円となり、前連結会計年

度末に比べ76百万円増加いたしました。 

 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） 

 営業活動の結果得られました資金は７億83百万円となりました。これは主に減価償却費５億24百万円、仕入債

務の増加１億２百万円などによる資金増加に対して、売上債権の増加１億80百万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） 

 投資活動に使用しました資金は１億89百万円となりました。これは主に有形固定資産取得の１億７百万円、定

期預金・積立預金の預入80百万円など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ました資金は５億18百万円となりました。これは主に長期借入金１億円の収入に対し

て、長期借入金の返済３億84百万円・短期借入金の減少１億96百万円と有利子負債の圧縮や配当金の支払33百万

円など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22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18年３月期 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

自己資本比率（％）  47.5  49.4  49.7   50.3   52.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 43.7  27.6  32.4   13.5   17.5

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 8.2  16.6  2.7   2.7   1.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 18.0  5.6  33.0   31.7   43.4

2010/05/13 17:10:37

- 2 -



(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、顧客に信頼ざ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

2010/05/13 17:10:37

- 4 -



(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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 845,584 1,002,317

受取手形及び売掛金 2,832,806 3,013,384

商品及び製品 252,743 271,378

仕掛品 64,473 60,689

原材料及び貯蔵品 160,255 155,054

繰延税金資産 60,054 75,259

その他 59,290 75,557

貸倒引当金 △11,376 △23

流動資産合計 4,263,832 4,653,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,056,845 988,616

機械装置及び運搬具（純額） 1,530,849 1,253,795

土地及び砿山用土地 648,961 557,033

リース資産（純額） 14,452 11,965

建設仮勘定 61,137 811

その他（純額） 23,148 41,553

有形固定資産合計 3,335,394 2,853,774

無形固定資産   

鉱業権 99,356 38,981

その他 15,306 8,803

無形固定資産合計 114,663 47,784

投資その他の資産   

投資有価証券 561,096 678,154

長期貸付金 4,165 3,155

繰延税金資産 14,520 7,726

投資不動産（純額） 212,931 295,889

その他 233,777 236,428

貸倒引当金 △9,279 △9,379

投資その他の資産合計 1,017,210 1,211,975

固定資産合計 4,467,269 4,113,535

資産合計 8,731,101 8,767,152

2010/05/13 17:10:37

- 6 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,773 1,388,890

短期借入金 884,854 511,704

1年内償還予定の社債 － 500,000

リース債務 4,140 4,467

未払金 187,253 311,282

未払法人税等 13,972 62,184

賞与引当金 116,644 132,276

設備関係支払手形 9,413 －

その他 88,604 89,187

流動負債合計 2,590,655 2,999,992

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 326,478 220,022

リース債務 11,018 8,079

繰延税金負債 43,299 72,797

退職給付引当金 487,498 486,630

役員退職慰労引当金 149,027 161,610

その他 18,338 36,428

固定負債合計 1,535,661 985,568

負債合計 4,126,316 3,985,561

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 3,027,637 3,144,502

自己株式 △82,608 △82,796

株主資本合計 4,252,151 4,368,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,324 228,694

為替換算調整勘定 △21,352 △21,007

評価・換算差額等合計 136,972 207,687

少数株主持分 215,660 205,074

純資産合計 4,604,784 4,781,590

負債純資産合計 8,731,101 8,767,152
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

売上高 8,120,433 7,706,701

売上原価 6,600,587 5,997,375

売上総利益 1,519,846 1,709,325

販売費及び一般管理費 1,625,115 1,531,367

営業利益又は営業損失（△） △105,268 177,958

営業外収益   

受取利息 1,806 1,240

受取配当金 16,364 9,278

不動産賃貸料 54,475 58,228

デリバティブ評価益 － 21,451

デリバティブ決済益 14,823 6,082

助成金収入 － 18,138

その他 7,039 8,401

営業外収益合計 94,509 122,822

営業外費用   

支払利息 19,822 18,055

為替差損 11,623 6,341

デリバティブ評価損 77,877 －

その他 8,075 10,976

営業外費用合計 117,398 35,373

経常利益又は経常損失（△） △128,158 265,407

特別利益   

貸倒引当金戻入額 597 12,148

投資有価証券売却益 2,547 －

投資不動産売却益 56,860 －

固定資産売却益 － 291

特別利益合計 60,006 12,439

特別損失   

固定資産処分損 35,168 16,911

役員退職慰労金 1,258 －

投資有価証券評価損 10,893 －

減損損失 47,442 65,265

環境対策費 － 18,100

その他 4,026 5,598

特別損失合計 98,788 105,875

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△166,940 171,971

法人税、住民税及び事業税 10,948 55,238

法人税等調整額 136,693 △23,116

法人税等合計 147,642 32,121

少数株主損失（△） △14,551 △10,605

当期純利益又は当期純損失（△） △300,031 150,455
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 3,362,714 3,027,637

当期変動額   

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △300,031 150,455

当期変動額合計 △335,076 116,864

当期末残高 3,027,637 3,144,502

自己株式   

前期末残高 △7,335 △82,608

当期変動額   

自己株式の取得 △75,273 △187

当期変動額合計 △75,273 △187

当期末残高 △82,608 △82,796

株主資本合計   

前期末残高 4,662,501 4,252,151

当期変動額   

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △300,031 150,455

自己株式の取得 △75,273 △187

当期変動額合計 △410,350 116,677

当期末残高 4,252,151 4,368,829
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 283,302 158,324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,977 70,369

当期変動額合計 △124,977 70,369

当期末残高 158,324 228,694

為替換算調整勘定   

前期末残高 3,228 △21,352

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,580 345

当期変動額合計 △24,580 345

当期末残高 △21,352 △21,007

評価・換算差額等合計   

前期末残高 286,530 136,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149,558 70,714

当期変動額合計 △149,558 70,714

当期末残高 136,972 207,687

少数株主持分   

前期末残高 245,720 215,660

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,059 △10,586

当期変動額合計 △30,059 △10,586

当期末残高 215,660 205,074

純資産合計   

前期末残高 5,194,752 4,604,784

当期変動額   

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △300,031 150,455

自己株式の取得 △75,273 △187

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,617 60,128

当期変動額合計 △589,967 176,806

当期末残高 4,604,784 4,781,590
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △166,940 171,971

減価償却費 632,219 524,646

固定資産処分損益（△は益） 35,168 16,911

減損損失 47,442 65,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,217 △11,253

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,072 15,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,331 12,582

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,980 △867

受取利息及び受取配当金 △18,170 △10,518

支払利息 19,822 18,055

デリバティブ評価損益（△は益） 77,877 △21,451

投資有価証券評価損益（△は益） 10,893 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,547 －

投資不動産売却損益（△は益） △56,860 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △291

売上債権の増減額（△は増加） 381,488 △180,304

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,626 △9,964

仕入債務の増減額（△は減少） △245,632 102,839

未払金の増減額（△は減少） △91,550 88,800

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,491 8,193

その他 △40,269 9,318

小計 633,533 799,567

利息及び配当金の受取額 18,840 10,728

利息の支払額 △19,210 △16,889

法人税等の支払額 △5,232 △9,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 627,930 783,739

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

有形固定資産の取得による支出 △381,770 △107,159

有形固定資産の売却による収入 － 2,788

無形固定資産の取得による支出 △10,245 △500

投資有価証券の取得による支出 △2,573 △2,484

投資有価証券の売却による収入 14,193 －

貸付けによる支出 △2,560 －

貸付金の回収による収入 1,245 1,010

投資不動産の売却による収入 59,336 －

その他 △5,641 △3,245

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,015 △189,590
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） 144,785 △196,306

長期借入れによる収入 54,279 100,000

長期借入金の返済による支出 △405,632 △384,200

リース債務の返済による支出 △2,973 △4,249

自己株式の取得による支出 △75,273 △187

配当金の支払額 △35,177 △33,570

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,991 △518,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,247 1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37,324 76,732

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期末残高 845,584 922,317
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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21年６月26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。 

  

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項 

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。 

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 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

債務及び年金資産に基づき、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。 

③ 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 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。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） ────── 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

千円、 千円、 千円であります。 261,937 69,690 166,577

  

（連結損益計算書） ────── 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「デリバティブ決済益」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしま

した。 

なお、前連結会計年度における「デリバティブ決済

益」の金額は 千円であります。  16,573
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（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20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（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20年４月１日 至 平成21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。 

当連結会計年度（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。 

（セグメント情報）

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 
北米 欧州 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,173,910  51,145  23,438  1,248,494

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  8,120,433

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 14.5  0.6  0.3  15.4

アジア・オセアニア ： 韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

北米 ： 米国 

欧州 ： ルクセンブルグ、イギリス 

  
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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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 392.00円

１株当たり当期純損失金額 26.18円

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

（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、１株当たり当期純損失であり、また、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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 △300,031  150,455

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又は当期純損

失（△） 

（千円） 

 △300,031  150,455

普通株式の期中平均株式数（千株）  11,460  11,195

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 677,880 857,735

受取手形 1,003,311 1,000,508

売掛金 1,796,220 1,981,979

商品及び製品 239,511 236,837

仕掛品 64,473 60,689

原材料及び貯蔵品 132,896 131,209

前払費用 3,726 6,714

繰延税金資産 57,675 73,216

デリバティブ債権 31,008 52,459

その他 36,711 33,659

貸倒引当金 △11,365 △6

流動資産合計 4,032,051 4,435,003

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 832,391 771,226

構築物（純額） 106,630 104,979

機械及び装置（純額） 1,351,861 1,044,375

車両運搬具（純額） 7,533 7,510

工具、器具及び備品（純額） 21,552 32,850

砿山用土地 27,712 22,822

土地 621,248 534,210

リース資産（純額） 11,813 8,478

建設仮勘定 6,559 811

有形固定資産合計 2,987,302 2,527,264

無形固定資産   

鉱業権 99,356 38,981

ソフトウエア 9,776 8,185

電話加入権 4,655 －

無形固定資産合計 113,788 47,167

投資その他の資産   

投資有価証券 524,096 641,154

関係会社株式 16,500 16,500

出資金 2,750 2,750

関係会社出資金 168,407 168,407

従業員長期貸付金 4,165 3,155

関係会社長期貸付金 40,077 37,964

破産更生債権等 3,574 2,979

長期前払費用 25,940 23,139

投資不動産（純額） 212,931 295,889

長期預金 100,000 100,000

その他 101,461 107,510

貸倒引当金 △9,279 △9,379

投資その他の資産合計 1,190,624 1,390,070

固定資産合計 4,291,715 3,964,502

資産合計 8,323,767 8,399,506
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 189,584 59,156

買掛金 1,114,989 1,369,568

短期借入金 500,000 300,000

1年内償還予定の社債 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 380,192 194,492

リース債務 3,501 3,501

未払金 158,692 295,676

未払費用 67,259 70,458

未払法人税等 12,600 59,012

前受金 － 567

前受収益 2,950 2,533

預り金 6,617 6,238

賞与引当金 112,000 127,960

設備関係支払手形 9,413 －

その他 － 2

流動負債合計 2,557,801 2,989,167

固定負債   

社債 500,000 －

長期借入金 285,539 183,547

リース債務 8,902 5,400

繰延税金負債 43,299 72,797

退職給付引当金 465,156 468,334

役員退職慰労引当金 134,205 145,586

その他 18,338 36,428

固定負債合計 1,455,440 912,094

負債合計 4,013,241 3,901,262

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,500 871,500

資本剰余金   

資本準備金 435,622 435,622

資本剰余金合計 435,622 435,622

利益剰余金   

利益準備金 184,475 184,475

その他利益剰余金   

配当積立金 25,000 －

固定資産圧縮積立金 91,804 87,601

別途積立金 2,919,100 2,609,100

繰越利益剰余金 △292,693 164,045

利益剰余金合計 2,927,686 3,045,222

自己株式 △82,608 △82,796

株主資本合計 4,152,200 4,269,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,324 228,694

評価・換算差額等合計 158,324 228,694

純資産合計 4,310,525 4,498,243

負債純資産合計 8,323,767 8,399,506
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 4,079,094 4,042,925

商品売上高 3,701,512 3,344,907

売上高合計 7,780,607 7,387,832

売上原価   

製品期首たな卸高 211,582 209,072

当期製品製造原価 3,230,893 2,931,618

合計 3,442,476 3,140,690

他勘定振替高 118 △25

製品期末たな卸高 209,072 202,793

製品売上原価 3,233,284 2,937,923

商品期首たな卸高 27,108 30,438

当期商品仕入高 3,138,128 2,852,485

合計 3,165,237 2,882,924

商品期末たな卸高 30,438 34,044

商品売上原価 3,134,798 2,848,880

売上原価合計 6,368,083 5,786,804

売上総利益 1,412,523 1,601,028

販売費及び一般管理費   

運搬費 359,957 337,098

広告宣伝費 1,382 1,627

貸倒引当金繰入額 5,815 －

役員報酬 89,993 77,813

給料及び手当 293,004 280,676

賞与引当金繰入額 37,434 41,519

退職給付費用 16,009 13,497

役員退職慰労引当金繰入額 15,940 11,381

福利厚生費 65,021 63,718

交際費 15,280 10,957

旅費及び通信費 58,928 51,076

水道光熱費及び消耗品費 24,275 24,432

租税公課 32,216 36,341

減価償却費 18,115 19,456

修繕費 5,326 3,832

保険料 10,612 10,717

賃借料 48,859 45,768

研究開発費 267,178 264,841

雑費 162,274 127,580

販売費及び一般管理費合計 1,527,625 1,422,339

営業利益又は営業損失（△） △115,101 178,688
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 3,571 2,128

受取配当金 15,364 8,278

不動産賃貸料 55,416 61,107

デリバティブ評価益 － 21,451

デリバティブ決済益 14,823 6,082

助成金収入  12,973

その他 8,575 7,988

営業外収益合計 97,750 120,010

営業外費用   

支払利息 13,623 16,203

社債利息 7,300 －

為替差損 2,123 5,427

デリバティブ評価損 77,877 －

その他 5,564 10,517

営業外費用合計 106,487 32,148

経常利益又は経常損失（△） △123,838 266,550

特別利益   

貸倒引当金戻入額 595 12,013

投資有価証券売却益 2,547 －

投資不動産売却益 56,860 －

特別利益合計 60,003 12,013

特別損失   

固定資産処分損 35,168 16,861

役員退職慰労金 1,258 －

投資有価証券評価損 10,893 －

減損損失 47,442 65,265

環境対策費 － 18,100

その他 4,026 5,430

特別損失合計 98,788 105,657

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △162,623 172,906

法人税、住民税及び事業税 9,017 52,028

法人税等調整額 138,488 △30,247

法人税等合計 147,505 21,781

当期純利益又は当期純損失（△） △310,128 151,125
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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   

資本準備金   

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

資本剰余金合計   

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   

利益準備金   

前期末残高 184,475 184,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 184,475 184,475

その他利益剰余金   

配当積立金   

前期末残高 60,000 25,000

当期変動額   

配当積立金の取崩 △35,000 △25,000

当期変動額合計 △35,000 △25,000

当期末残高 25,000 －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 96,187 91,804

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4,382 △4,203

当期変動額合計 △4,382 △4,203

当期末残高 91,804 87,601

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 2,969,100 2,919,100

当期変動額   

別途積立金の取崩 △50,000 △310,000

当期変動額合計 △50,000 △310,000

当期末残高 2,919,100 2,609,100

繰越利益剰余金   

前期末残高 △36,902 △292,693

当期変動額   

配当積立金の取崩 35,000 25,000

固定資産圧縮積立金の取崩 4,382 4,203

別途積立金の取崩 50,000 310,000

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △310,128 151,125

当期変動額合計 △255,791 456,739

当期末残高 △292,693 164,045

利益剰余金合計   

前期末残高 3,272,860 2,927,686

当期変動額   

配当積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △310,128 151,125

当期変動額合計 △345,174 117,535

当期末残高 2,927,686 3,045,222

自己株式   

前期末残高 △7,335 △82,608

当期変動額   

自己株式の取得 △75,273 △187

当期変動額合計 △75,273 △187

当期末残高 △82,608 △82,796

株主資本合計   

前期末残高 4,572,648 4,152,200

当期変動額   

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △310,128 151,125

自己株式の取得 △75,273 △187

当期変動額合計 △420,447 117,348

当期末残高 4,152,200 4,269,548
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 283,302 158,324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,977 70,369

当期変動額合計 △124,977 70,369

当期末残高 158,324 228,694

評価・換算差額等合計   

前期末残高 283,302 158,324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,977 70,369

当期変動額合計 △124,977 70,369

当期末残高 158,324 228,694

純資産合計   

前期末残高 4,855,950 4,310,525

当期変動額   

剰余金の配当 △35,045 △33,590

当期純利益又は当期純損失（△） △310,128 151,125

自己株式の取得 △75,273 △187

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,977 70,369

当期変動額合計 △545,425 187,718

当期末残高 4,310,525 4,498,243
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 該当事項はありません。 

   

(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 

・新任取締役候補 

 取締役   深津 秀郎（現 理事 営業本部副本部長） 

・退任予定取締役 

 該当事項はありません。 

・昇任取締役候補者 

 常務取締役 本庄 覚雄（現 取締役 生産本部副本部長） 

③ 就任予定日 

平成22年６月29日 

  

(2）組織変更（平成22年6月29日付） 

管理本部、経理部、社長室を廃止し、総務部内に人事グループ、総務グループ、経理グループを設ける。 

新たに購買部を新設し、総務部から購買グループを移管する。 

新たに秘書室を新設し、社長室から秘書グループを移管する。 

ＣＦＯ（ 高財務責任者）を新設する。 

  

(3）取締役の委嘱変更（平成22年6月29日付）  

  

(4）人事異動（平成22年6月29日付） 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

氏名   新職及び担当  旧職及び担当 

今井 一史 

  

  

  

  

  

  

専務取締役 社長補佐、ＣＦＯ、

コンプライアンス・経営企画・関

係会社担当 

アジア事業部・中国事業統括部・

購買部管掌 

  

  

  

  

  

専務取締役 管理本部長、生産本部長、

アジア事業部・中国事業統括部管掌 

  

  

  

  

本庄 覚雄 

  
  

常務取締役 生産本部長 

  
  

取締役 生産本部副本部長 

  

岩島 辰哉 

  
  

取締役 総務部長、秘書室長 

  
  

取締役 管理本部副本部長、社長室長、

経理部長 

氏名   新職  旧職 

清野 康三    購買部長    総務部長  
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(5）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21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

化合炭酸カルシウム（百万円）  3,196  98.7

重質炭酸カルシウム（百万円）  887  98.6

その他（百万円）  280  105.9

合計（百万円）  4,364  99.1

品目 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22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）  3,243  98.4

重質炭酸カルシウム（百万円）  889  98.3

その他（百万円）  277  104.0

小計（百万円）  4,410  98.7

グループ外購入品 

化合炭酸カルシウム（百万円）  126  91.3

重質炭酸カルシウム（百万円）  1,626  95.1

その他（百万円）  1,543  85.6

小計（百万円）  3,296  90.3

合計（百万円）  7,706  94.9

品目 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

合成樹脂  3,298  101.1

塗料  2,192  95.3

輸出  626  71.0

食品・飼料  691  94.4

ゴム  491  89.1

その他  406  103.8

合計  7,706  94.9

相手先

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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  956  11.8  1,022  13.3
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