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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 15,452 ― 169 ― 89 ― △388 ―
20年3月期第3四半期 15,423 ― 475 ― 543 ― 387 ―

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 △8.61 ―
20年3月期第3四半期 8.71 ―

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 32,918 22,683 59.3 433.87
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3四半期  19,531百万円 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 ― 1.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 18,710 △9.1 4 △98.9 5 △96.8 △590 ― △13.11

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 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、２ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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3四半期  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3四半期  460,406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3四半期  45,058,628株 20年3月期第3四半期  44,493,478株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融不安を背景として世界経済が減速するな

かで、企業収益の減少により設備投資の先送りや雇用環境が悪化するなど、景気は急激に悪化し、極めて厳しい局面

となりました。  

当耐火物業界におきましては、主力のお取引先である鉄鋼業界において減産の傾向が見られ、経営環境が厳しさを

増しております。 

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、第３四半期（9ヶ月）の業績については、次のとおりの経営成績となりました。 

売上高は154億5千2百万円となりましたが、利益面では為替相場の変動等の要因により、営業利益は1億6千9百万

円、経常利益は8千9百万円、四半期純損益は3億8千8百万円の損失となりました。 

  

（流動資産） 

流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、281百万円増加し、 百万円となりました。 

その主な要因は売上債権の増加（303百万円）と棚卸資産の増加（334百万円）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、2,935百万円減少し、 百万円となりました。 

その主な要因は投資有価証券の減少（2,644百万円）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、463百万円減少し、 百万円となりました。 

その主な要因は繰延税金負債の減少（916百万円）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、2,189百万円減少し、 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減少（1,550百万円）によるものであります。 

  

 平成20年11月11日に公表いたしました連結業績予想について、本日（平成21年2月16日）公表の「投資有価証券評

価損及び、特別利益・特別損失の発生並びに平成21年3月期通期の業績予想（連結・個別）の修正に関するお知ら

せ」において修正しております。詳細は同資料をご参照ください。  

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 

15,636

17,282

10,235

22,683

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。 

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、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３四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。  

  

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 

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、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、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97,138千円、経常利益は45,036千円減少し、税金等調整前四半期純損失は、153,604

千円増加しております。  

 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 

 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損失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 1,353,304 1,689,428

受取手形及び売掛金 7,034,975 6,731,086

外注品及び製品 3,315,043 3,364,674

仕掛品 1,255,990 1,147,322

原材料及び貯蔵品 2,228,598 1,952,959

その他 495,271 519,403

貸倒引当金 △46,910 △50,295

流動資産合計 15,636,273 15,354,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,722,739 2,867,766

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 2,769,419 2,879,645

土地 4,978,595 5,005,953

その他（純額） 786,542 778,439

有形固定資産合計 11,257,297 11,531,805

無形固定資産 51,711 58,964

投資その他の資産   

投資有価証券 5,704,762 8,349,439

その他 426,636 445,318

貸倒引当金 △157,998 △167,809

投資その他の資産合計 5,973,399 8,626,948

固定資産合計 17,282,408 20,217,718

資産合計 32,918,682 35,572,298
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（単位：千円）

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   

買掛金 1,523,746 1,924,138

短期借入金 5,823,003 4,822,027

未払法人税等 43,823 101,960

賞与引当金 93,652 281,322

その他 612,431 534,423

流動負債合計 8,096,657 7,663,871

固定負債   

退職給付引当金 1,004,492 989,007

役員退職慰労引当金 519,429 504,186

負ののれん 10,847 12,243

繰延税金負債 528,158 1,444,894

その他 75,708 84,965

固定負債合計 2,138,637 3,035,297

負債合計 10,235,294 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 14,172,125 14,650,396

自己株式 △98,200 △83,903

株主資本合計 18,934,608 19,427,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 934,954 2,485,887

為替換算調整勘定 △338,008 △326,351

評価・換算差額等合計 596,946 2,159,535

少数株主持分 3,151,833 3,286,418

純資産合計 22,683,388 24,873,130

負債純資産合計 32,918,682 35,572,298
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 15,452,662

売上原価 12,534,177

売上総利益 2,918,484

販売費及び一般管理費 2,749,027

営業利益 169,457

営業外収益  

受取利息 5,658

受取配当金 149,168

不動産賃貸料 59,076

その他 39,881

営業外収益合計 253,786

営業外費用  

支払利息 69,300

為替差損 247,717

その他 16,283

営業外費用合計 333,301

経常利益 89,942

特別利益  

固定資産売却益 8,424

貸倒引当金戻入額 6,049

その他 65

特別利益合計 14,540

特別損失  

固定資産除売却損 44,298

投資有価証券売却損 13,083

投資有価証券評価損 133,886

たな卸資産評価損 146,806

為替差損 184,340

その他 9,818

特別損失合計 532,234

税金等調整前四半期純損失（△） △427,752

法人税等 165,714

少数株主損失（△） △205,316

四半期純損失（△） △388,150
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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) 

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損失（△） △427,752

減価償却費 923,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,079

賞与引当金の増減額（△は減少） △185,571

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,242

受取利息及び受取配当金 △154,827

支払利息 69,300

有価証券売却損益（△は益） 13,083

投資有価証券評価損益（△は益） 133,886

有形固定資産除却損 43,129

有形固定資産売却損益（△は益） △8,345

売上債権の増減額（△は増加） △472,917

たな卸資産の増減額（△は増加） △540,466

仕入債務の増減額（△は減少） △45,793

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,719

その他 307,307

小計 △323,169

利息及び配当金の受取額 154,877

利息の支払額 △69,300

法人税等の支払額 △195,646

営業活動によるキャッシュ・フロー △433,239

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 32,000

定期預金の預入による支出 △62,954

有形固定資産の売却による収入 9,657

有形固定資産の取得による支出 △812,491

投資有価証券の売却による収入 79,076

投資有価証券の取得による支出 △114,651

貸付金の回収による収入 90

その他 △8,141

投資活動によるキャッシュ・フロー △877,413

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） 1,199,160

自己株式の取得による支出 △14,296

配当金の支払額 △90,119

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 1,085,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △341,193

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 1,133,875
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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。 

  

 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （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」４．（3）に記載のとおり、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、第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しています。この結

果、従来の方法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が「耐火物関連」で58,464千円減少

し、営業損失が「その他」で38,673千円増加しております。 

  

  
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  14,970,636  482,025  15,452,662 －  15,452,662

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 6,038  840,858  846,897 (846,897) － 

計  14,976,675  1,322,883  16,299,559 (846,897)  15,452,662

営業利益又は営業損失（△）  338,481  △202,039  136,442  33,015  169,457
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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） 

 （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……………ドイツ、イギリス、フランス 

(3)その他……………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」４．（3）に記載のとおり、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、第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しています。この結

果、従来の方法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が「日本」で97,138千円減少してお

ります。 

  

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） 

 （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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（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 
 11,615,089  1,967,011  1,551,325  319,235  15,452,662 －  15,452,662

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,648,729  8,755  93,233  156,106  1,906,825 (1,906,825) － 

計  13,263,819  1,975,767  1,644,558  475,342  17,359,487 (1,906,825)  15,452,662

営業利益又は営業損失

（△） 
 284,549  △205,177  36,412  24,695  140,479  28,978  169,457

〔海外売上高〕 

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,029,619  1,605,579  1,406,096  5,041,295

Ⅱ 連結売上高（千円）        15,452,662

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.1  10.3  9.0  32.6

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  

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  15,423

Ⅱ 売上原価  12,298

売上総利益  3,124

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,649

営業利益  475

Ⅳ 営業外収益  270

Ⅴ 営業外費用  202

経常利益  543

Ⅵ 特別利益  79

Ⅶ 特別損失  13

税金等調整前四半期純利益  609

税金費用  360

少数株主損失  △138

四半期純利益  387
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