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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 5,206 ― 200 ― 440 ― 177 ―
20年3月期第1四半期 5,124 ― 327 ― 385 ― 230 ―

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

21年3月期第1四半期 3.93 ―
20年3月期第1四半期 5.12 ―

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

21年3月期第1四半期 37,088 25,629 60.3 495.86
20年3月期 35,572 24,873 60.6 478.80

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,354百万円 20年3月期  21,586百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1.00 ― 1.00 2.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 10,500 ― 250 ― 290 ― 140 ― 3.11
通期 21,000 2.0 500 37.0 570 260.8 270 ― 5.99

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、３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） 

（注） 詳細は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
 １．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
  業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  45,477,000株 20年3月期  45,477,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  393,985株 20年3月期  392,837株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  45,083,406株 20年3月期第1四半期  44,888,703株
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【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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の弱含み、原材料価格等の更なる高騰、金融・株式市

場の急激な変動等の影響により、景気は下振れリスクをはらみ、足踏み状態で推移しました。

　鉄鋼業界におきましては、当第１四半期間の粗鋼生産量は3,106.1万トンと前年同期比3.9％増加し、四半期では1973

年10～12月の3,126.6万トンに次ぐ史上2位の生産量で推移しました。

　このような環境のもと、当社グループは品質第一の考えのもとで売上増強と収益向上に全力で取り組んでまいりま

した。国内につきましては基幹製品の販売拡大や新商品の販売に地道に取り組み、海外に関しては欧州を始め各地域

で販売強化策を打ち拡販に努めました。また、コスト削減等、経営の合理化も進めてまいりました。

　その結果、当第１四半期においては、次のとおりの経営成績となりました。

　売上高は52億6百万円、利益面では、営業利益は2億円、経常利益は4億4千万円、四半期純利益は1億7千7百万円とな

りました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

　流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、540百万円増加し、15,894百万円となりました。

その主な要因は売上債権の増加（398百万円）と棚卸資産の増加（314百万円）によるものであります。

 

（固定資産）

　固定資産の残高は前連結会計年度末に比べ、975百万円増加し、21,193百万円となりました。

その主な要因は投資有価証券の増加（1,078百万円）によるものであります。

（負債）

　負債の残高は前連結会計年度末に比べ、760百万円増加し、11,459百万円となりました。

その主な要因は仕入債務の増加（210百万円）と長期繰延税金負債の増加（437百万円）によるものであります。

 

（純資産）

　純資産の残高は前連結会計年度末に比べ、756百万円増加し、25,629百万円となりました。

その主な要因はその他有価証券評価差額金の増加（649百万円）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

　業績予想につきましては、平成20年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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）

　該当事項はありません。

 

（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

　　①棚卸資産の評価方法

　四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し合理的な方法により算出する方法、

棚卸資産の簿価切り下げに関して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もり、簿価切り

下げを行う方法、あるいは営業循環基準から外れた滞留品又は処分見込み等の棚卸資産で前連結会計年度末にお

いて帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認

められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法で算定しております。

　　②固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。

　　③税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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

　　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　棚卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。また、これに伴って従来営業外費用に計上していた「棚卸資産廃棄

損」は、当第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しております。

　これにより、営業利益は29,192千円、経常利益は13,467千円、税金等調整前四半期純利益は70,504千円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。

　　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,590,026 1,689,428

受取手形及び売掛金 7,129,647 6,731,086

外注品及び製品 3,318,517 3,364,674

仕掛品 1,207,043 1,147,322

原材料及び貯蔵品 2,254,379 1,952,959

その他 449,164 519,403

貸倒引当金 △53,785 △50,295

流動資産合計 15,894,994 15,354,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,833,941 2,867,766

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 2,962,431 2,879,645

土地 5,012,275 5,005,953

その他（純額） 665,627 778,439

有形固定資産合計 11,474,276 11,531,805

無形固定資産 56,626 58,964

投資その他の資産   

投資有価証券 9,427,788 8,349,439

その他 403,413 445,318

貸倒引当金 △168,559 △167,809

投資その他の資産合計 9,662,642 8,626,948

固定資産合計 21,193,545 20,217,718

資産合計 37,088,539 35,572,298
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,134,205 1,924,138

短期借入金 4,763,992 4,822,027

未払法人税等 148,716 101,960

賞与引当金 441,937 281,322

その他 484,717 534,423

流動負債合計 7,973,569 7,663,871

固定負債   

退職給付引当金 994,969 989,007

役員退職慰労引当金 512,518 504,186

負ののれん 11,235 12,243

繰延税金負債 1,881,967 1,444,894

その他 85,005 84,965

固定負債合計 3,485,695 3,035,297

負債合計 11,459,265 10,699,168

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 14,782,705 14,650,396

自己株式 △84,183 △83,903

株主資本合計 19,559,205 19,427,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,135,052 2,485,887

為替換算調整勘定 △339,557 △326,351

評価・換算差額等合計 2,795,494 2,159,535

少数株主持分 3,274,574 3,286,418

純資産合計 25,629,274 24,873,130

負債純資産合計 37,088,539 35,572,298
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（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 5,206,793

売上原価 4,071,901

売上総利益 1,134,891

販売費及び一般管理費 934,587

営業利益 200,304

営業外収益  

受取利息 1,551

受取配当金 93,054

為替差益 143,172

その他 35,527

営業外収益合計 273,306

営業外費用  

支払利息 22,944

その他 9,885

営業外費用合計 32,830

経常利益 440,780

特別利益  

固定資産売却益 7,095

特別利益合計 7,095

特別損失  

固定資産除却損 130

投資有価証券売却損 13,083

たな卸資産評価損 57,037

その他 3,004

特別損失合計 73,254

税金等調整前四半期純利益 374,620

法人税等 182,742

少数株主利益 14,484

四半期純利益 177,393
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 374,620

減価償却費 285,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,136

賞与引当金の増減額（△は減少） 159,885

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,493

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,331

受取利息及び受取配当金 △94,606

支払利息 22,944

有価証券売却損益（△は益） 13,083

有形固定資産除却損 130

有形固定資産売却損益（△は益） △7,095

売上債権の増減額（△は増加） △302,840

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,594

仕入債務の増減額（△は減少） 57,423

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,306

その他 6,603

小計 299,276

利息及び配当金の受取額 94,659

利息の支払額 △22,944

法人税等の支払額 △84,929

営業活動によるキャッシュ・フロー 286,060

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △235,026

有形固定資産の売却による収入 9,486

投資有価証券の取得による支出 △98,267

投資有価証券の売却による収入 79,076

貸付金の回収による収入 30

定期預金の預入による支出 △29,380

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,080

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） △132,206

自己株式の取得による支出 △279

配当金の支払額 △45,084

少数株主への配当金の支払額 △8,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138,039

現金及び現金同等物の期首残高 1,475,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,337,028
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
耐火物関連
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 5,077,160 129,633 5,206,793 ― 5,206,793

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
16 263,032 263,049 (263,049) ―

計 5,077,176 392,666 5,469,842 (263,049) 5,206,793

営業利益又は営業損失（△） 247,051 △65,389 181,662 18,642 200,304

　（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っ

ております。

２．各事業の主な製品

(1)耐火物関連事業………耐火煉瓦、不定形耐火物、黒鉛坩堝、ニューセラミックス等

(2)その他事業……………環境関連製品、窯業機械器具、建築、修繕、運輸他

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。また、これに伴って従来営業外費用に

計上していた「棚卸資産廃棄損」は、当第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益が「耐火物関連」で21,883千円、「その他」で7,309

千円減少しております。

（株）ＴＹＫ（5363）平成21年３月期　第１四半期決算短信

8



ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
その他
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,620,280 832,338 754,175 5,206,793 ― 5,206,793

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
626,101 1,001 80,741 707,844 (707,844) ―

計 4,246,381 833,339 834,917 5,914,637 (707,844) 5,206,793

営業利益又は営業損失（△） 121,451 △10,741 77,296 188,006 12,297 200,304

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………………米国、カナダ

(2)その他……………ドイツ、イギリス、フランス、台湾他

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

【定性的情報・財務諸表等】の「４．その他」の「（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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。また、これに伴って従来営業外費用に

計上していた「棚卸資産廃棄損」は、当第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益が「日本」で29,192千円減少しております。

 

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 860,391 644,398 428,372 1,933,163

Ⅱ　連結売上高（千円）    5,206,793

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
16.5 12.4 8.2 37.1

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………………米国、カナダ

(2）ヨーロッパ……………イギリス、ドイツ、オーストリア他

(3）アジア他………………台湾、南アフリカ、韓国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 5,124

Ⅱ　売上原価 3,920

売上総利益 1,203

Ⅲ　販売費及び一般管理費 875

営業利益 327

Ⅳ　営業外収益 154

Ⅴ　営業外費用 97

経常利益 385

Ⅵ　特別利益 21

Ⅶ　特別損失 19

税金等調整前四半期純利益 387

税金費用 126

少数株主利益 30

四半期純利益 230
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