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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 31,714 △29.5 △58 ― △63 ― △465 ―

21年3月期第2四半期 44,970 ― 2,255 ― 2,168 ― 967 ―

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2四半期 △7.06 ―

21年3月期第2四半期 14.66 ―

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2四半期 91,056 30,798 28.5 393.51
21年3月期 93,319 30,846 27.3 386.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,950百万円 21年3月期  25,517百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

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  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

通期 82,000 0.4 2,300 △34.5 1,550 △47.5 100 ― 1.27



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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、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2四半期 66,000,000株 21年3月期  66,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  55,437株 21年3月期  54,864株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 65,944,890株 21年3月期第2四半期 65,951,528株



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２四半期（６ヶ月）の我が国経済は、在庫調整の進捗及び中国を中心としたアジア

諸国の堅調な外需に支えられ、一部に回復の兆しはみられましたが、雇用・所得環境の一

段の悪化や円高の進行など景気の下振れ懸念があり、依然として厳しい状況で推移しまし

た。耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましても、当第２四半期（６ヶ月）

の粗鋼生産量は、期の後半にかけ減少幅が縮小しつつあるものの、国内需要の低迷を反映

して前年同期比 29.6％減の 4,333 万トンにとどまりました。 

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すべ

く、技術競争力・コスト競争力の更なる向上に取り組んで参りました。 

しかしながら、当第２四半期（６ヶ月）の連結経営成績につきましては、売上高は鉄鋼

業界等の耐火物需要の減少により前年同期に比べ 132 億 56 百万円(29.5％）減少し 317 億

14 百万円となりました。損益面におきましては、コストダウンに努めましたが売上高の減

少の影響を吸収しきれず、経常損失 63 百万円（前年同期は 21 億 68 百万円の経常利益）、

四半期純損失 4億 65 百万円（前年同期は 9億 67 百万円の四半期純利益）となりました。 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金、並びに原材料及び貯蔵品の減少を主

たる要因として前期末比 22 億 62 百万円減少し、910 億 56 百万円となりました。 

負債は支払手形及び買掛金の減少を主たる要因として 22 億 14 百万円減少し 602 億 58 百

万円となりました。 

純資産は利益剰余金の減少を主たる要因として 47 百万円減少し 307 億 98 百万円となり

ました。 

 

３.連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 10 月 21 日に発表致しました通期業績予想に変更はありません。 

 



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） 

   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． 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、当該原価差異のたな卸資産

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。 

 

（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 

（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、その全てに工事完成基準を適用して

おりましたが、第 1 四半期連結会計期間より「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）を適用し、第 1 四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第２四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もりは原価比例法）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。 

これによる四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

 



（表示方法の変更） 

 前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました

「固定資産売却益」は、特別利益総額の 100 分の 20 を超えたため、当第２四半期連結累計

期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「そ

の他」に含まれる「固定資産売却益」は０百万円であります。 

 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 10,487 7,668

受取手形及び売掛金 20,332 23,731

有価証券 1,600 1,600

商品及び製品 6,684 7,169

仕掛品 2,244 2,324

原材料及び貯蔵品 5,102 6,626

繰延税金資産 327 428

その他 903 1,303

貸倒引当金 △91 △89

流動資産合計 47,591 50,763

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,029 18,101

機械装置及び運搬具（純額） 6,146 5,735

土地 5,365 5,317

その他（純額） 845 1,477

有形固定資産合計 30,386 30,631

無形固定資産   

のれん 665 759

その他 333 324

無形固定資産合計 998 1,083

投資その他の資産   

投資有価証券 10,148 9,034

繰延税金資産 1,178 1,006

その他 987 1,040

貸倒引当金 △234 △241

投資その他の資産合計 12,080 10,840

固定資産合計 43,465 42,555

資産合計 91,056 93,319



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 9,620 10,839

短期借入金 28,691 28,107

未払法人税等 436 176

引当金 670 734

その他 3,663 5,214

流動負債合計 43,081 45,073

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 5,122 5,936

退職給付引当金 3,411 3,315

その他の引当金 438 440

負ののれん 186 22

その他 7,017 6,683

固定負債合計 17,176 17,399

負債合計 60,258 62,473

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 21,244 21,882

自己株式 △16 △16

株主資本合計 25,163 25,801

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 901 255

為替換算調整勘定 △115 △539

評価・換算差額等合計 786 △283

少数株主持分 4,847 5,328

純資産合計 30,798 30,846

負債純資産合計 91,056 93,319



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 44,970 31,714

売上原価 36,866 26,913

売上総利益 8,104 4,801

販売費及び一般管理費 5,849 4,859

営業利益又は営業損失（△） 2,255 △58

営業外収益   

受取利息 30 15

受取配当金 158 88

負ののれん償却額 88 26

持分法による投資利益 37 38

その他 143 262

営業外収益合計 457 431

営業外費用   

支払利息 399 317

その他 144 119

営業外費用合計 544 436

経常利益又は経常損失（△） 2,168 △63

特別利益   

固定資産売却益 － 10

固定資産受贈益 － 13

貸倒引当金戻入額 1 3

その他 0 0

特別利益合計 1 27

特別損失   

固定資産処分損 27 63

特別退職金 206 241

投資有価証券評価損 41 116

販売用不動産評価損 12 －

減損損失 34 21

為替差損 59 －

その他 5 6

特別損失合計 389 449

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,781 △485

法人税、住民税及び事業税 907 346

法人税等調整額 △281 △192

法人税等合計 626 153

少数株主利益又は少数株主損失（△） 187 △173

四半期純利益又は四半期純損失（△） 967 △465



（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（４）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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