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

22年3月期第3四半期 11,838 △23.4 △29 ― 113 26.2 24 ―
21年3月期第3四半期 15,452 ― 169 ― 89 ― △388 ―

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3四半期 0.55 ―
21年3月期第3四半期 △8.61 ―

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3四半期 32,255 22,017 60.5 433.48
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3四半期  19,509百万円 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
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 ― 1.00 ― 1.00 2.00
22年3月期 ― 1.00 ―
22年3月期 

（予想）
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 14,740 △22.4 △90 ― 0 ― △50 ― △1.10
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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。 

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3四半期 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3四半期  469,138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3四半期 45,010,125株 21年3月期第3四半期 45,058,628株
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(1)業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で生産の回復傾向が見られたものの、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。 

当耐火物業界におきましても、主力のお取引先である鉄鋼業界においての生産量が大きく減少し、厳しい経営環

境が続いております。 

このような状況のもと、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３四半期連結累計期間においては、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23.4％減）、利益面では、営業損益は 百万円の損失、経常利益 百万

円（前年同期比26.2％増）、四半期純利益 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

①耐火物関連事業 

耐火物関連の売上高は、114億79百万円（前年同期比23.3％減）となりました。また、営業損失は1億27百万円と

なりました。 

②その他事業 

その他セグメントの売上高は3億59百万円（前年同期比25.4％減）となりました、また、営業利益は74百万円とな

りました。 

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。 

①日本 

国内の売上高は94億20百万円（前年同期比18.9％減）となりました。また、営業損失は23百万円となりました。 

②北米 

北米の売上高は10億29百万円（前年同期比47.7％減）となりました。また、営業損失は48百万円となりました。 

③ヨーロッパ 

ヨーロッパの売上高は11億18百万円（前年同期比27.9％減）となりました。また、営業損失は28百万円となりま

した。 

④その他 

その他の地域の売上高は2億70百万円（前年同期比15.2％減）となりました。また、営業利益は39百万円となりま

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、4億14百万円増加し、 百万円となりました。 その主な増加の

要因は、現金及び預金の増加（10億83百万円）及び売上債権の増加（4億19百万円）、主な減少の要因はたな卸資産

の減少（10億36百万円）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、2億4百万円増加し、 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（8億27百万円）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、2億62百万円増加し、 百万円となりました。 その主な要因は、仕

入債務の増加（2億17百万円）及び繰延税金負債の増加（2億78百万円）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、3億56百万円増加し、 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（5億円）によるものであります。 

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

118億38 29 1億13

24

２．連結財政状態に関する定性的情報

159億70

162億85

102億38

220億17
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平成21年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

  

  

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。 

  

 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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第３四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。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は46,440千円増加し、営業損失は11,466千円減少し、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ11,466千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．連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,697,470 2,613,751

受取手形及び売掛金 6,143,450 5,723,844

製品及び外注品 2,956,424 3,752,755

仕掛品 1,173,722 1,034,016

原材料及び貯蔵品 1,712,476 2,092,833

その他 337,933 381,207

貸倒引当金 △51,108 △42,681

流動資産合計 15,970,369 15,555,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,548,985 2,676,851

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 2,328,747 2,490,366

土地 4,951,927 4,951,600

その他（純額） 340,821 599,361

有形固定資産合計 10,170,481 10,718,180

無形固定資産 41,998 50,238

投資その他の資産   

投資有価証券 5,787,636 4,960,292

その他 440,728 511,137

貸倒引当金 △155,463 △158,812

投資その他の資産合計 6,072,902 5,312,617

固定資産合計 16,285,382 16,081,037

資産合計 32,255,752 31,636,765
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,147,956 930,240

短期借入金 6,261,525 6,326,069

未払法人税等 151,681 119,885

賞与引当金 81,939 247,437

その他 549,091 568,221

流動負債合計 8,192,194 8,191,854

固定負債   

繰延税金負債 459,847 181,811

退職給付引当金 970,495 1,000,011

役員退職慰労引当金 539,635 527,333

その他 76,211 75,227

固定負債合計 2,046,190 1,784,384

負債合計 10,238,385 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 14,001,535 14,067,122

自己株式 △100,070 △99,070

株主資本合計 18,762,147 18,828,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 968,028 467,632

繰延ヘッジ損益 － △7,601

為替換算調整勘定 △220,332 △427,175

評価・換算差額等合計 747,695 32,854

少数株主持分 2,507,523 2,798,937

純資産合計 22,017,367 21,660,526

負債純資産合計 32,255,752 31,636,765
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,452,662 11,838,469

売上原価 12,534,177 9,638,055

売上総利益 2,918,484 2,200,414

販売費及び一般管理費 2,749,027 2,230,111

営業利益又は営業損失（△） 169,457 △29,697

営業外収益   

受取利息 5,658 2,453

受取配当金 149,168 102,842

助成金収入 － 97,188

不動産賃貸料 59,076 51,117

その他 39,881 22,370

営業外収益合計 253,786 275,972

営業外費用   

支払利息 69,300 47,724

為替差損 247,717 73,363

その他 16,283 11,659

営業外費用合計 333,301 132,747

経常利益 89,942 113,528

特別利益   

固定資産売却益 8,424 645

償却債権取立益 － 2,200

貸倒引当金戻入額 6,049 －

その他 65 53

特別利益合計 14,540 2,898

特別損失   

固定資産売却損 － 41

固定資産除却損 44,298 2,081

投資有価証券売却損 13,083 －

投資有価証券評価損 133,886 26,169

たな卸資産評価損 146,806 －

為替差損 184,340 －

その他 9,818 2,912

特別損失合計 532,234 31,206

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（△）

△427,752 85,220

法人税等 165,714 211,164

少数株主損失（△） △205,316 △150,665

四半期純利益又は四半期純損失（△） △388,150 24,720
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△427,752 85,220

減価償却費 923,955 801,490

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,079 4,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △185,571 △165,031

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,398 △28,101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,242 12,301

受取利息及び受取配当金 △154,827 △105,295

支払利息 69,300 47,724

有価証券売却損益（△は益） 13,083 △47

投資有価証券評価損益（△は益） 133,886 26,169

有形固定資産除却損 43,129 2,081

有形固定資産売却損益（△は益） △8,345 △603

売上債権の増減額（△は増加） △472,917 △470,285

たな卸資産の増減額（△は増加） △540,466 989,061

仕入債務の増減額（△は減少） △45,793 303,410

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,719 38,834

その他 307,307 90,736

小計 △323,169 1,632,655

利息及び配当金の受取額 154,877 105,304

利息の支払額 △69,300 △47,724

法人税等の支払額 △195,646 △177,752

営業活動によるキャッシュ・フロー △433,239 1,512,482

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 32,000 115,172

定期預金の預入による支出 △62,954 △70,881

有形固定資産の売却による収入 9,657 1,182

有形固定資産の取得による支出 △812,491 △315,274

投資有価証券の売却による収入 79,076 236

投資有価証券の取得による支出 △114,651 △12,037

貸付金の回収による収入 90 5,590

その他 △8,141 2,711

投資活動によるキャッシュ・フロー △877,413 △273,301

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 △4,232

自己株式の取得による支出 △14,296 △1,000

配当金の支払額 △90,119 △90,005

少数株主への配当金の支払額 △8,782 △3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,085,961 △98,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 △116,501 △13,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △341,193 1,127,293

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 1,133,875 3,461,011
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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．会計方針の変更等 

前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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

半期連結会計期間より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は「耐火物関連」で58,464千円減少し、営業損失は「その他」で38,673千円増加して

おります。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「耐火物関連」で31,497千円減少し、営業損失は「その

他」で11,066千円増加しております。 

当第３四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（３）」に記載のとおり、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）を適用しております。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「耐火物関連」の売上高は46,440千円増加し、営業損失は

11,466千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  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

  
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  11,479,025  359,443  11,838,469 －  11,838,469

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  677,211  677,211 (677,211) － 

計  11,479,025  1,036,655  12,515,681 (677,211)  11,838,469

営業利益又は営業損失（△）  △127,257  74,507  △52,750  23,053  △29,697
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前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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………ドイツ、イギリス、フランス 

(3)その他……………台湾他 

３．会計方針の変更等 

前第３四半期累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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は「日本」で97,138千円減少しております。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「日本」で42,563千円減少しております。 

当第３四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他（３）」に記載のとおり、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）を適用しております。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「日本」の売上高は46,440千円増加し、営業損失は11,466千円

減少しております。  

〔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

  
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 
 9,420,205  1,029,271  1,118,279  270,712  11,838,469  －  11,838,469

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 909,245  3,052  69,081  22,450  1,003,829 (1,003,829)  －

計  10,329,450  1,032,324  1,187,361  293,163  12,842,299 (1,003,829)  11,838,469

営業利益又は営業損失

（△） 
 △23,943  △48,664  △28,125  39,341  △61,391  31,694  △29,697
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前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）  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

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,061,092  1,145,425  976,977  3,183,495

Ⅱ 連結売上高（千円）        11,838,469

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.0  9.7  8.2  26.9

（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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