
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,882  6.7  △5  －  9  △85.1  △6  －

22年３月期第１四半期  1,764  △9.9  18  －  63  △34.7  71  8.6

  
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 

23年３月期第１四半期  △0  61  －  －

22年３月期第１四半期  6  35  －  －

  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月期第１四半期  8,528  4,670  52.3  398  65

22年３月期  8,767  4,781  52.2  408  80

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,462百万円 22年３月期 4,576百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 5 00  5  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 5 00  5  00

  （％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）  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（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧下さい。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

  

※  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．当四半期の連結業績等に関する定

性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,710,000株 22年３月期 11,710,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 514,917株 22年３月期 514,917株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,195,083株 22年３月期１Ｑ 11,196,639株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 わが国経済は平成21年３月を底として緩やかな回復を続けており、当第１四半期においても輸出の増加やコスト

削減効果から企業収益が改善し設備投資も持ち直しておりますが、一方では個人消費は厳しい雇用・所得環境が続

く中で昨年からのエコカー減税・エコポイント制度などの政策効果が一巡したことから弱含んでおります。 

 このような経済情勢下、当社グループにおきましては出荷数量が増加した結果、売上高は前年同期比１億18百万

円（6.7％）増加し18億82百万円となったものの、付加価値の高い製品が伸び悩んでいる上、一部原材料価格の上

昇や環境対策強化のための設備修繕など費用が嵩んだため製造コストが増加し、また、新規用途開発の為の研究開

発費などの間接費用の増加から損益面は厳しく、営業損失５百万円（前年同期は営業利益18百万円）、経常利益９

百万円（前年同期比53百万円、85.1％減少）となり、生産設備の除却費や資産除去債務の計上などによる特別損失

が加わり四半期純損失６百万円（前年同期は四半期純利益71百万円）と増収ながら減益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ２億38百万円減少し、85億28百万円となりました。これは主

に現金及び預金が85百万円、売上債権が52百万円、生産設備などの有形固定資産が84百万円それぞれ減少したこと

などによるものであります。 

 負債につきましては前連結会計年度末に比べ１億27百万円減少し38億58百万円となりました。これは主に短期・

長期の借入金が65百万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１億11百万円減少し46億70百万円となり、自己資本比率は前連結

会計年度末の52.2％から52.3％になりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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55百万円減少し８億

66百万円となりました。 

 営業活動の結果増加した資金は43百万円で、これは主に減価償却費１億10百万円、売上債権の減少53百万円、仕

入債務の増加33百万円などによる資金増加に対して、棚卸資産の増加77百万円、賞与引当金の減少67百万円、法人

税等の支払い53百万円などによる資金減少によるものであります。 

 投資活動の結果増加した資金は13百万円で、これは主に積立預金の払戻36百万円などの収入に対して、生産設備

など有形固定資産の取得10百万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１億12百万円で、これは主に長期借入金の返済80百万円、配当金の支払い44百万

円などによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今期は中国をはじめとする新興国経済が着実に回復・成長しており、それらを背景とした輸出は堅調と見られま

すが、欧州の金融不安など海外経済にも懸念材料が見え始めております。一方、個人消費をはじめとする内需は力

強さに欠け、各種経済政策の一巡・終了による景気引き下げ影響が顕在化する恐れもあります。 

 これら不透明な経済情勢はある程度予想されたものでもあり、現時点では当社グループへの影響も見積もり範囲

内と考えられることから今期業績予想につきましては平成22年５月14日公表した見込からの変更はございません。

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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等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１四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。 

２．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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、税金等調整前四半期純利益は、４百万円減少しております。 

 なお、当社は砿山用土地の一部について閉山時に採掘跡などの保全義務を有しておりますが、その時期や保全範

囲が明確でないことから資産除去債務を合理的に見積もることができません。従いまして当該債務に見合う資産除

去債務を計上しておりません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 916,354 1,002,317

受取手形及び売掛金 2,960,459 3,013,384

商品及び製品 324,594 271,378

仕掛品 73,308 60,689

原材料及び貯蔵品 167,160 155,054

その他 133,840 150,816

貸倒引当金 △51 △23

流動資産合計 4,575,667 4,653,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 972,040 988,616

機械装置及び運搬具（純額） 1,181,881 1,253,795

土地及び砿山用土地（純額） 557,033 557,033

建設仮勘定 10,254 811

その他（純額） 48,000 53,518

有形固定資産合計 2,769,210 2,853,774

無形固定資産 47,388 47,784

投資その他の資産   

投資有価証券 605,175 678,154

投資不動産（純額） 295,205 295,889

その他 245,716 247,309

貸倒引当金 △9,379 △9,379

投資その他の資産合計 1,136,718 1,211,975

固定資産合計 3,953,317 4,113,535

資産合計 8,528,984 8,767,152

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,446,421 1,388,890

短期借入金 468,113 511,704

未払法人税等 4,958 62,184

賞与引当金 65,180 132,276

その他 929,829 904,937

流動負債合計 2,914,502 2,999,992

固定負債   

長期借入金 198,171 220,022

退職給付引当金 492,142 486,630

役員退職慰労引当金 165,695 161,610

資産除去債務 4,510 －

その他 83,506 117,305

固定負債合計 944,025 985,568

負債合計 3,858,528 3,985,561



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22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 3,081,748 3,144,502

自己株式 △82,796 △82,796

株主資本合計 4,306,074 4,368,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 176,418 228,694

為替換算調整勘定 △19,575 △21,007

評価・換算差額等合計 156,843 207,687

少数株主持分 207,537 205,074

純資産合計 4,670,455 4,781,590

負債純資産合計 8,528,984 8,767,152



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,764,065 1,882,252

売上原価 1,383,366 1,476,057

売上総利益 380,699 406,194

販売費及び一般管理費 362,007 411,590

営業利益又は営業損失（△） 18,691 △5,395

営業外収益   

受取利息 552 525

受取配当金 5,277 8,186

不動産賃貸料 13,946 17,572

デリバティブ評価益 21,129 －

その他 11,564 8,810

営業外収益合計 52,469 35,094

営業外費用   

支払利息 5,618 3,658

デリバティブ評価損 － 13,391

その他 2,330 3,250

営業外費用合計 7,948 20,300

経常利益 63,212 9,398

特別利益   

投資有価証券売却益 － 67

貸倒引当金戻入額 7,062 －

特別利益合計 7,062 67

特別損失   

固定資産処分損 94 6,853

投資有価証券評価損 － 709

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 94 12,072

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（△）

70,180 △2,607

法人税、住民税及び事業税 1,109 1,727

法人税等調整額 202 736

法人税等合計 1,312 2,464

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △5,071

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,215 1,707

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,083 △6,779



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

70,180 △2,607

減価償却費 126,520 110,479

固定資産処分損益（△は益） 94 6,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,082 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,482 △67,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,315 5,512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,514 4,085

受取利息及び受取配当金 △5,829 △8,711

支払利息 5,618 3,658

デリバティブ評価損益（△は益） △21,129 13,391

投資有価証券売却損益（△は益） － △67

売上債権の増減額（△は増加） 155,887 53,563

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,256 △77,138

仕入債務の増減額（△は減少） △82,867 33,827

その他 25,193 16,669

小計 195,557 92,447

利息及び配当金の受取額 6,039 8,711

利息の支払額 △4,807 △4,159

法人税等の支払額 △9,600 △53,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,188 43,957

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 △53,000 △6,000

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 △28,679 △10,222

有形固定資産の売却による収入 2,127 －

投資有価証券の取得による支出 △629 △657

投資有価証券の売却による収入 － 134

その他 △254 △5,996

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,434 13,257

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） △200,394 13,149

長期借入金の返済による支出 △100,757 △80,110

配当金の支払額 △26,901 △44,903

その他 △1,092 △1,116

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,146 △112,981

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,930 △196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △218,461 △55,962

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四半期末残高 627,122 866,354



 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】  

 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） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

 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

（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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