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四半期報告書提出予定日  平成25年８月６日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （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 ％ 

26年３月期第１四半期  2,433  10.2  109  79.4  157  108.3  110  178.5

25年３月期第１四半期  2,209  4.8  61  △6.6  75  △12.0  39  △44.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 232百万円（ ％） 393.9   25年３月期第１四半期 47百万円（ ％） △47.7

  
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 

26年３月期第１四半期  9.85  9.65

25年３月期第１四半期  3.54  3.50

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  10,372  5,573  51.5

25年３月期  10,219  5,397  50.6

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 5,343百万円   25年３月期 5,175百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 7.00  7.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  4,900  7.6  160  39.8  210  38.4  120  53.0  10.75

通期  9,900  5.7  310  21.8  380  △2.8  240  0.0  21.50

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名）            、除外   社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 11,710,000株 25年３月期 11,710,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 544,627株 25年３月期 552,627株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 11,163,373株 25年３月期１Ｑ 11,157,820株

 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は終了しております。

 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．当四半期決算に関する定性的情報

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、米国では個人消費の増加などにより緩やかな回復が続いた一方、欧州

では財政危機問題の影響から停滞感が続き、新興国でも景気拡大テンポが弱まりました。日本経済については、一

部に弱さが残るものの、徐々に持ち直しの動きが見られます。 

このような状況の下で、当社グループにおきましては、顧客の幅広い要望に応えるため、技術や品質の向上のほ

か、新規製品の開発にも鋭意取り組んでまいりました。また、生産効率の向上や、原材料の安定確保並びに原価低

減にも注力いたしました。 

業績につきましては、来年４月に予定される消費税率の引き上げを見据えた新設住宅着工戸数の増加に象徴され

る建設業界の好調を受け、当社主力である建設資材向け製品の販売が増加し、売上高は24億33百万円（前年同期比

２億24百万円の増加、10.2％増）となりました。営業利益は販売が好調に推移し１億９百万円（前年同期比48百万

円の増加、79.4％増）となりました。経常利益は引き続きの円安基調に加え、原油デリバティブ評価損の減少によ

り１億57百万円（前年同期比81百万円、108.3％増）となりました。四半期純利益は１億10百万円（前年同期比70

百万円の増加、178.5％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億52百万円増加し、103億72百万円となり

ました。これは主に上場株式の時価上昇により投資有価証券が１億37百万円増加したこと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23百万円減少し47億98百万円となりました。これは主に第１四半

期であることから賞与引当金が期末時のおおよそ半額しか計上されていないこと、未払法人税等が71百万円減少し

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１億76百万円増加し55億73百万円となりました。自己資本比率

は前連結会計年度末の50.6％から51.5％に上昇いたしました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の第２四半期(累計)連結業績予想並びに通期連結業績予想につきましては、平成25年５月13日に

公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正及び配当予想

の修正（記念配当）に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,172,910 1,172,095

受取手形及び売掛金 3,854,729 3,881,130

商品及び製品 342,323 337,229

仕掛品 76,614 70,458

原材料及び貯蔵品 202,487 204,333

その他 151,506 142,521

貸倒引当金 △5,023 △4,996

流動資産合計 5,795,549 5,802,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 965,535 956,317

機械装置及び運搬具（純額） 1,202,294 1,172,149

土地及び砿山用土地 581,307 581,307

建設仮勘定 46,191 100,934

その他（純額） 45,744 40,452

有形固定資産合計 2,841,073 2,851,161

無形固定資産 37,197 36,603

投資その他の資産   

投資有価証券 1,115,267 1,252,731

投資不動産（純額） 288,989 288,384

その他 149,475 148,604

貸倒引当金 △8,037 △8,034

投資その他の資産合計 1,545,693 1,681,685

固定資産合計 4,423,964 4,569,450

資産合計 10,219,514 10,372,223

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,651,471 1,673,581

短期借入金 405,986 458,020

未払法人税等 92,088 20,976

賞与引当金 152,500 76,250

役員賞与引当金 6,810 －

その他 499,873 566,433

流動負債合計 2,808,730 2,795,262

固定負債   

社債 534,000 534,000

長期借入金 704,049 658,709

退職給付引当金 533,619 545,890

その他 241,365 264,552

固定負債合計 2,013,034 2,003,152

負債合計 4,821,765 4,798,415
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 3,593,020 3,646,567

自己株式 △87,784 △86,514

株主資本合計 4,812,358 4,867,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 370,386 463,369

為替換算調整勘定 △7,709 13,130

その他の包括利益累計額合計 362,677 476,499

新株予約権 18,017 17,421

少数株主持分 204,695 212,709

純資産合計 5,397,748 5,573,807

負債純資産合計 10,219,514 10,372,223
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,209,170 2,433,579

売上原価 1,729,979 1,887,029

売上総利益 479,191 546,549

販売費及び一般管理費 418,019 436,820

営業利益 61,171 109,729

営業外収益   

受取利息 679 804

受取配当金 8,909 10,744

不動産賃貸料 13,962 15,062

為替差益 5,094 18,074

その他 13,010 10,243

営業外収益合計 41,655 54,930

営業外費用   

支払利息 1,912 3,212

デリバティブ評価損 23,522 2,167

その他 1,740 1,691

営業外費用合計 27,174 7,070

経常利益 75,652 157,589

特別利益   

固定資産売却益 － 1,543

特別利益合計 － 1,543

特別損失   

固定資産処分損 3,862 1,750

投資有価証券評価損 2,018 －

特別損失合計 5,881 1,750

税金等調整前四半期純利益 69,771 157,382

法人税、住民税及び事業税 2,315 15,854

法人税等調整額 21,058 28,460

法人税等合計 23,373 44,314

少数株主損益調整前四半期純利益 46,397 113,067

少数株主利益 6,893 3,066

四半期純利益 39,503 110,000
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 46,397 113,067

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,913 92,982

為替換算調整勘定 14,626 26,637

その他の包括利益合計 713 119,620

四半期包括利益 47,110 232,687

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,701 223,844

少数株主に係る四半期包括利益 10,408 8,843
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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