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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,184 △38.8 △141 ― 32 △92.5 59 △66.2
21年3月期第1四半期 5,206 ― 200 ― 440 ― 177 ―

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

22年3月期第1四半期 1.33 ―
21年3月期第1四半期 3.93 ―

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

22年3月期第1四半期 32,403 22,404 60.7 436.63
21年3月期 31,636 21,660 59.6 419.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,653百万円 21年3月期  18,861百万円

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

21年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
1.00 ― 1.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

6,300 △40.2 △500 ― △380 ― △250 ― △5.55

通期 13,300 △30.0 △560 ― △380 ― △400 ― △8.89
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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）  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  
詳細は、４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） 

詳細は、４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 
 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。 

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） 22年3月期第1四半期 45,477,000株 21年3月期  45,477,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  466,493株 21年3月期  464,468株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 45,011,948株 21年3月期第1四半期 45,083,406株
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(1)業績の状況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で生産や株価の回復の兆しが見られたものの、世界的な

金融危機の影響が根強く、企業業績の悪化や設備投資の縮小など、引き続き厳しい状況で景況が推移しました。 

当社グループの主要取引先であります鉄鋼業界におきましても、当第１四半期間の粗鋼生産量は1,909.7万トンと

前年同期比38.5％減少し、低水準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。基幹製品の販売拡大や新商品の販売に地道に取り組むとともに、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 百万円（前年同期比38.8％減）、利益面では、営業損益は 百万円の損失、経常利益は 百万

円（前年同期比92.5％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比66.2％減）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、2億56百万円減少し、 百万円となりました。 

その主な要因は売上債権の減少（10億26百万円）と棚卸資産の減少（3億16百万円）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、10億23百万円増加し、 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（12億59百万円）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、22百万円増加し、 百万円となりました。 

その主な要因は繰延税金負債の増加（4億45百万円）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、7億43百万円増加し、 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増加（7億48百万円）によるものであります。 

  

  

業績予想につきましては、平成21年５月20日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

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

31億84 1億41 32

59

２．連結財政状態に関する定性的情報

152億98

171億4

99億98

224億4

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、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。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,627,221 2,613,751

受取手形及び売掛金 4,697,322 5,723,844

製品及び外注品 3,710,145 3,752,755

仕掛品 991,895 1,034,016

原材料及び貯蔵品 1,861,231 2,092,833

その他 453,367 381,207

貸倒引当金 △42,360 △42,681

流動資産合計 15,298,823 15,555,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,647,696 2,676,851

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 2,365,802 2,490,366

土地 4,956,242 4,951,600

その他（純額） 579,071 599,361

有形固定資産合計 10,548,813 10,718,180

無形固定資産 47,658 50,238

投資その他の資産   

投資有価証券 6,219,889 4,960,292

その他 448,502 511,137

貸倒引当金 △160,664 △158,812

投資その他の資産合計 6,507,727 5,312,617

固定資産合計 17,104,199 16,081,037

資産合計 32,403,023 31,636,765
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 703,536 930,240

短期借入金 6,016,405 6,326,069

未払法人税等 54,668 119,885

賞与引当金 434,228 247,437

その他 530,362 568,221

流動負債合計 7,739,202 8,191,854

固定負債   

繰延税金負債 627,334 181,811

退職給付引当金 1,018,182 1,000,011

役員退職慰労引当金 535,815 527,333

その他 78,011 75,227

固定負債合計 2,259,345 1,784,384

負債合計 9,998,547 9,976,239

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 14,082,091 14,067,122

自己株式 △99,526 △99,070

株主資本合計 18,843,249 18,828,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,216,228 467,632

繰延ヘッジ損益 △13,878 △7,601

為替換算調整勘定 △392,517 △427,175

評価・換算差額等合計 809,833 32,854

少数株主持分 2,751,393 2,798,937

純資産合計 22,404,476 21,660,526

負債純資産合計 32,403,023 31,636,765
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,206,793 3,184,388

売上原価 4,071,901 2,602,328

売上総利益 1,134,891 582,059

販売費及び一般管理費 934,587 723,129

営業利益又は営業損失（△） 200,304 △141,069

営業外収益   

受取利息 1,551 1,443

受取配当金 93,054 78,857

助成金収入 － 54,915

為替差益 143,172 37,034

その他 35,527 23,141

営業外収益合計 273,306 195,392

営業外費用   

支払利息 22,944 16,395

その他 9,885 4,947

営業外費用合計 32,830 21,342

経常利益 440,780 32,980

特別利益   

固定資産売却益 7,095 －

償却債権取立益 － 2,200

その他 － 96

特別利益合計 7,095 2,296

特別損失   

固定資産売却損 － 41

固定資産除却損 130 38

投資有価証券売却損 13,083 －

たな卸資産評価損 57,037 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,840

その他 3,004 －

特別損失合計 73,254 1,919

税金等調整前四半期純利益 374,620 33,356

法人税等 182,742 36,257

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14,484 △62,883

四半期純利益 177,393 59,982
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 33,356

減価償却費 285,453 256,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,136 621

賞与引当金の増減額（△は減少） 159,885 186,965

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,493 17,996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,331 8,482

受取利息及び受取配当金 △94,606 △80,300

支払利息 22,944 16,395

有価証券売却損益（△は益） 13,083 －

有形固定資産除却損 130 38

有形固定資産売却損益（△は益） △7,095 41

売上債権の増減額（△は増加） △302,840 1,058,585

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,594 324,859

仕入債務の増減額（△は減少） 57,423 △223,808

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,306 24,767

その他 6,603 △130,562

小計 299,276 1,494,290

利息及び配当金の受取額 94,659 80,309

利息の支払額 △22,944 △16,395

法人税等の支払額 △84,929 △86,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 286,060 1,471,778

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 △131,530

有形固定資産の売却による収入 9,486 169

投資有価証券の取得による支出 △98,267 △3,878

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 30

定期預金の預入による支出 △29,380 △70,306

定期預金の払戻による収入 － 30,000

その他 － △203

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,080 △175,718

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 △296,823

自己株式の取得による支出 △279 △455

配当金の支払額 △45,084 △45,012

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 △342,291

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,332 14,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138,039 968,385

現金及び現金同等物の期首残高 1,475,068 2,333,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,337,028 3,302,103
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 該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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います。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。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更しております。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13,014千円、「その他」で3,360千円減少しております。 

  

（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〕

  
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

  
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  3,080,511  103,876  3,184,388 －  3,184,388

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  179,141  179,141 (179,141) － 

計  3,080,511  283,018  3,363,530 (179,141)  3,184,388

営業利益又は営業損失（△）  △172,427  13,413  △159,014  17,944  △141,069
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前第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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または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） 

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います。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。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更しております。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16,375千円減少しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または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 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

  
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  2,699,245  201,911  192,575  90,655  3,184,388  ―  3,184,388

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 157,936  1,724  15,554  19,566  194,782 (194,782)  ―

計  2,857,182  203,636  208,129  110,222  3,379,170 (194,782)  3,184,388

営業利益又は営業損失（△）  △89,483  △42,220  △29,303  11,138  △149,869  8,799  △141,069
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前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または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、フランス他 

(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または地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。 

   

〔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）  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

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  210,791  199,803  346,685  757,280

Ⅱ 連結売上高（千円）     3,184,388

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 6.6  6.3  10.9  23.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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