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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 66,400 ― 3,022 ― 2,737 ― 686 ―
20年3月期第3四半期 63,259 6.9 4,251 18.5 4,105 20.6 1,912 △1.6

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

21年3月期第3四半期 10.41 ―
20年3月期第3四半期 28.99 ―

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3四半期 100,973 32,996 27.0 414.18
20年3月期 103,639 36,081 29.1 458.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  27,313百万円 20年3月期  30,207百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 82,600 △2.3 3,600 △28.5 3,200 △33.5 1,000 △53.0 15.16

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）  有  

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 （２）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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 （３）をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適正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 1 社 （社名 遼寧品川和豊冶金材料有限公司 ） 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3四半期  66,000,000株 20年3月期  66,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  54,564株 20年3月期  46,433株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  65,949,995株 20年3月期第3四半期  65,959,764株



（参考）個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）  

（％表示は対前期増減率）

  
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有  

  

  

   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 

  

 通  期 

 百万円

 45,200

 ％

 0.5

 百万円

 2,200

 ％

 △19.5

 百万円

 2,400

 ％

 △16.5

 百万円

 900

 ％

 △40.8

 円

 13

 銭

 64



 当第3四半期(9か月)における我が国経済は、昨年秋以降、国際的な金融不安が金融危機となり実体経済に深刻

かつ急激な影響を与え悪化傾向を辿るという厳しい状況の中で推移いたしました。耐火物業界の最大の需要先で

ある鉄鋼業界においては、粗鋼生産量は暦年（平成20年1月～平成20年12月）としては史上3位となる1億1,874万

トン(前年同期比1.2％減)を記録しましたが、平成20年10月～平成20年12月には前年同期比14.5％減の2,639万ト

ンとなり、平成20年4月～平成20年12月では前年同期比3.1％減の8,790万トンとなりました。 

このような状況の中、当社グループでは、総合耐火物メーカートップの地位を維持進展すべく、技術競争力・

コスト競争力の更なる向上、海外展開を含めた企業規模の拡大に取り組んで参りました。 

この結果、当第3四半期(9か月)の売上高は前年同期に比べ31億41百万円（5.0%）増加し664億円となりました。

損益面におきましては、原材料価格の高騰を主因として売上原価が前年同期比42億75百万円増加したこと等によ

り経常利益は27億37百万円と前年同期比13億68百万円（33.3%）の減益となりました。また、税金等調整前四半期

純利益につきましては、株式市況の低迷を受けて投資有価証券評価損10億94百万円を計上したこと等により特別

損益が15億22百万円の損失となり前年同期比27億33百万円（69.2%）減益の12億14百万円となりました。 

なお、「前年同期比増減額」および「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

  

 当第3四半期末の総資産は受取手形及び売掛金と原材料及び貯蔵品の増加と投資有価証券の含み益の減少を主た

る要因として前期末に比べ26億65百万円減少し、1,009億73百万円となりました。 

 負債は支払手形及び買掛金と借入金の増加と投資有価証券の含み益の減少を主たる要因として、前期末に比べ4

億19百万円増加し、679億77百万円となりました。 

 純資産は投資有価証券の含み益の減少を主たる要因として前期末に比べ30億85百万円減少し、329億96百万円と

なりました。 

  

  

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 

２．連結財政状態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 

  平成21年３月期通期の業績予想につきましては、米国に端を発した世界的な景気低迷により当社及び当社グ

ループの主たる事業である耐火物事業において最大の需要先である鉄鋼業界がその第３四半期以降の粗鋼生産

量を急激かつ大幅に減少させており、その影響を受けて当社グループの売上高も前回発表予想値に比して大き

く減少する見込みであります。加えて原材料価格の高騰によるコスト増加、株式市場の低迷による投資有価証

券評価損の計上等を踏まえて、営業利益、経常利益、当期純利益の減少を見込んでおります。以下に前回発表

予想値との差異を記載しております。 

 なお配当につきましては、前回発表予想時の金額を変更する予定はありません。 

（通期）  

   

  
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 

  

 前回発表予想（Ａ） 

百万円

88,900

百万円

4,400

百万円

4,100

百万円

1,850

円 銭

28 05

 今回修正予想（Ｂ） 82,600 3,600 3,200 1,000 15 16

 増減額（Ｂ－Ａ） △6,300 △800 △900 △850 －

 増減率（％） △7.1 △18.2 △22.0 △45.9 －

 前期実績 84,565 5,037 4,810 2,126 32 23



第２四半期連結会計期間より、遼寧品川和豊冶金材料有限公司を新たに連結の範囲に含めております。 

   

 １．たな卸資産の評価方法  

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し前連結会計年度末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 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。 

 ２．原価差異の配賦方法 

 標準原価を適用しているため、原価差異が生じた場合には、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦

を簡便的に実施する方法によっております。 

 ３．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。 

 ４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 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場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時

差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

   

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．会計処理基準に関する事項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、従来、商品及び製品については主として先入先出法に基

づく原価法、その他のたな卸資産については主として移動平均法に基づく原価法によっておりましたが、

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、商品及び製品については主として先入先出法による原価法（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）、その他のたな卸資産については主として移動

平均法に基づく原価法（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。 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は102百万円、税金等調

整前四半期純利益は122百万円減少しております。 

（2）「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 

  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

れにより、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

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） 

（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 

（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 

（４）追加情報 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

   当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、第１四半期連結会計期間より機

械装置の耐用年数の変更を行っております。これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、当第３四半

期連結累計期間の営業利益は77百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は85百万円減少しておりま

す。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,737 8,128

受取手形及び売掛金 27,727 26,092

有価証券 1,400 898

商品及び製品 6,807 6,722

原材料及び貯蔵品 7,069 5,468

仕掛品 2,420 2,227

その他 1,951 1,389

貸倒引当金 △138 △117

流動資産合計 54,974 50,809

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,630 19,243

機械装置及び運搬具（純額） 6,318 6,832

土地 5,567 5,882

その他（純額） 1,640 1,074

有形固定資産合計 32,157 33,032

無形固定資産   

のれん 1,277 2,061

その他 315 234

無形固定資産合計 1,592 2,296

投資その他の資産   

投資有価証券 10,586 15,880

その他 1,900 1,932

貸倒引当金 △238 △312

投資その他の資産合計 12,248 17,500

固定資産合計 45,999 52,829

資産合計 100,973 103,639



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

支払手形及び買掛金 14,591 13,892

短期借入金 29,833 26,179

未払法人税等 144 1,154

引当金 305 804

その他 6,293 5,511

流動負債合計 51,168 47,542

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 4,892 6,357

退職給付引当金 3,449 2,961

その他の引当金 419 448

負ののれん 67 200

その他 6,980 9,047

固定負債合計 16,808 20,015

負債合計 67,977 67,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300

資本剰余金 635 635

利益剰余金 22,488 22,683

自己株式 △16 △14

株主資本合計 26,407 26,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 664 2,842

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 240 760

評価・換算差額等合計 905 3,602

少数株主持分 5,683 5,874

純資産合計 32,996 36,081

負債純資産合計 100,973 103,639



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 66,400

売上原価 54,756

売上総利益 11,644

販売費及び一般管理費 8,622

営業利益 3,022

営業外収益  

受取利息 39

受取配当金 272

負ののれん償却額 132

持分法による投資利益 58

その他 169

営業外収益合計 672

営業外費用  

支払利息 587

その他 369

営業外費用合計 957

経常利益 2,737

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

その他 0

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産処分損 49

特別退職金 167

投資有価証券評価損 1,094

販売用不動産評価損 19

減損損失 46

為替差損 115

その他 35

特別損失合計 1,528

税金等調整前四半期純利益 1,214

法人税、住民税及び事業税 676

法人税等調整額 △190

法人税等合計 486

少数株主利益 41

四半期純利益 686



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

   

 平成20年10月９日、当社とＪＦＥスチール株式会社及びその子会社であるＪＦＥ炉材株式会社は、当社とＪＦＥ炉

材株式会社の両社が平成21年10月を目処に経営統合を図ることについて、具体的な検討に入ることで合意致しまし

た。 

 経営統合による耐火物事業の拡大を通じて、技術競争力・コスト競争力の向上、原料の安定調達を図り、経営基盤

の強化や鉄鋼各社及び他需要先向け安定供給体制の強化を図る一方、中長期的には拡大が見込まれる需要への対応を

通じて更なる成長・発展を目指すことが必要と考え、合意に至ったものです。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  63,259

Ⅱ 売上原価  50,480

売上総利益  12,778

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,527

営業利益  4,251

Ⅳ 営業外収益  657

Ⅴ 営業外費用  802

経常利益  4,105

Ⅵ 特別利益  8

Ⅶ 特別損失  165

税金等調整前四半期純利益  3,948

法人税等   1,492

少数株主利益   543

四半期純利益  1,912

６．その他の情報 
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