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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65期

第１四半期連結
累計期間

第66期
第１四半期連結
累計期間

第65期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 2,209 2,433 9,366

経常利益（百万円） 75 157 391

四半期（当期）純利益（百万円） 39 110 239

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
47 232 422

純資産額（百万円） 5,013 5,573 5,397

総資産額（百万円） 9,525 10,372 10,219

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.54 9.85 21.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
3.50 9.65 21.12

自己資本比率（％） 50.5 51.5 50.6

（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１四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１四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１四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）財政状態の分析

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）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四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、76百万円であります。

なお、当第１四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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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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平25年８月６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
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 11,710,000 11,710,000 － －

（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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 11,710 － 871,500 － 435,622

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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25年３月31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25年３月31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　11,056,000 11,056 －

単元未満株式 普通株式　　 102,000 － －

発行済株式総数 11,710,000 － －

総株主の議決権 － 11,056 －

 

②【自己株式等】

 平成25年３月31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１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30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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【注記事項】

（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。

（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）

受取手形 67,507千円 97,150千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四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１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く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）

減価償却費 87,142千円 103,436千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

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

Ⅱ　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）

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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 55,786 5.00平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金

（セグメント情報等）

【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。
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（企業結合等関係）

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

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）

(1）１株当たり四半期純利益金額 3.54円 9.85円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 39,503 110,000

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） 39,503 110,000

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,157 11,163

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3.50円 9.65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） 120 232

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）

(新株予約権の付与)

第３回新株予約権

当社は平成25年８月６日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取

締役及び監査役に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

１．新株予約権の目的である株式の種類 当社普通株式

２．新株予約権の目的である株式の数 新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は1,000株とする

３．新株予約権の総数 111個

４．新株予約権の行使時の払込金額 １円

５．新株予約権の割当ての対象者及びその人数

並びに割り当てる新株予約権の数

当社取締役８名　105個　　　　監査役３名　６個

　

６．新株予約権の割当日 平成25年８月22日

７．新株予約権を行使することができる期間 平成25年８月23日から平成55年８月22日まで

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

13/14



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成25年８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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30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25年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四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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