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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 5,549 △18.9 68 △76.8 118 △61.9 20 △71.9
21年3月期第3四半期 6,840 ― 293 ― 309 ― 73 ―

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 2.00 ―
21年3月期第3四半期 7.17 ―

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 10,418 6,279 55.7 565.97
21年3月期 11,445 6,223 50.4 562.92

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  5,807百万円 21年3月期  5,769百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
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 7,800 △21.0 30 △95.0 50 △91.8 40 △78.8 3.90
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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  
[(注) 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） 

(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、3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」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 12,909,828株 21年3月期 12,909,828株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 2,649,067株 21年3月期 2,660,052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 10,257,837株 21年3月期第3四半期 10,187,239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、緊急経済対策の効果や新興国を中心とした海外経済
の回復などを背景に、一部に持ち直しの兆しが見られたものの、雇用情勢が引き続き低迷していること、
海外景気の下振れ懸念、デフレ圧力や為替変動による企業収益への影響など、依然として景気を下押しす
るリスクが拭えない厳しい状況が続きました。 
  耐火物の主たる需要先である鉄鋼業界においては、粗鋼生産量は上向き傾向にあるものの、2009年は暦
年では40年ぶりの低水準に終わり、当社の主要顧客であるセメント業界においても公共事業削減政策の影
響等で回復の兆しが見えない状況のもと推移しました。 
 このような状況下、当社グループは耐火物、プラント、建材及び舗装用材の各事業において、新規需要
の掘り起こしに注力するとともに、各種の経費節減策およびコストダウン対策を講じてまいりましたが、
設備投資意欲の低迷、公共事業減少の影響は大きく、引き続き厳しい経営を余儀なくされました。 
  この結果、売上高は5,549百万円（前年同期比18.9％減）、営業利益は68百万円（前年同期比76.8％
減）、経常利益は118百万円（前年同期比61.9％減）、四半期純利益は20百万円（前年同期比71.9％減）
となりました。 

[資産の状況]     

流動資産は、売上債権の減少などにより、全体としては7,247百万円(前連結会計年度末比1,051百万円
減)となりました。固定資産は、投資有価証券の時価評価による増加などにより、全体としては3,171百万
円(前連結会計年度末比24百万円増)となりました。その結果、資産合計では、10,418百万円(前連結会計
年度末比1,027百万円減)となりました。  

[負債の状況]    

流動負債は、仕入債務が減少したことなどにより、全体としては2,812百万円(前連結会計年度末比
1,091百万円減)となりました。固定負債は、役員退職慰労引当金の増加などにより、全体としては1,326
百万円(前連結会計年度末比７百万円増)となりました。その結果、負債合計では、4,138百万円(前連結会
計年度末比1,083百万円減)となりました。 

[純資産の状況]     

純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより6,279百万円(前連結会計年度末比56百万円増)
となり、自己資本比率は55.7％(前連結会計年度末比5.3％増)となりました。 
  

当第３四半期は、おおむね計画通り推移しており、平成21年11月13日発表の業績予想に変更はありませ
ん。なお、今後の情報収集等により、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断した場合には、速や
かに開示致します。 
  

・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

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
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該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

該当事項はありません。 
  

  

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 2,073,033 2,141,089

受取手形及び売掛金 2,684,203 3,772,313

有価証券 8,807 8,796

たな卸資産 2,057,394 2,065,872

その他 430,091 321,325

貸倒引当金 △6,401 △10,338

流動資産合計 7,247,129 8,299,058

固定資産   

有形固定資産 1,558,352 1,579,941

無形固定資産 30,359 28,200

投資その他の資産   

投資有価証券 968,323 843,571

その他 671,541 750,619

貸倒引当金 △57,077 △55,576

投資その他の資産合計 1,582,787 1,538,614

固定資産合計 3,171,499 3,146,756

資産合計 10,418,628 11,445,814

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,307,993 2,090,893

短期借入金 1,030,000 1,030,000

未払法人税等 6,189 90,330

賞与引当金 99,490 218,310

役員賞与引当金 2,200 21,550

製品保証引当金 22,900 39,300

工事損失引当金 12,347 17,919

その他 331,436 395,814

流動負債合計 2,812,556 3,904,117

固定負債   

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 562,157 560,903

役員退職慰労引当金 203,239 191,625

その他 160,917 165,896

固定負債合計 1,326,314 1,318,425

負債合計 4,138,870 5,222,542
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金 419,519 418,754

利益剰余金 4,994,465 5,035,296

自己株式 △596,912 △597,557

株主資本合計 5,694,072 5,733,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,209 36,264

評価・換算差額等合計 113,209 36,264

少数株主持分 472,475 453,514

純資産合計 6,279,757 6,223,272

負債純資産合計 10,418,628 11,445,814
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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 6,840,416 5,549,022

売上原価 5,364,814 4,430,927

売上総利益 1,475,601 1,118,095

販売費及び一般管理費 1,181,850 1,049,942

営業利益 293,750 68,152

営業外収益   

受取利息 2,085 1,824

受取配当金 21,734 17,650

補助金収入 － 33,196

その他 8,247 13,027

営業外収益合計 32,067 65,699

営業外費用   

支払利息 14,147 15,259

その他 2,018 494

営業外費用合計 16,165 15,754

経常利益 309,652 118,097

特別利益   

投資有価証券売却益 16,288 4,641

工事損失引当金戻入額 － 9,346

役員退職慰労引当金戻入額 15,671 －

その他 8,801 3,452

特別利益合計 40,762 17,439

特別損失   

たな卸資産評価損 55,013 －

投資有価証券評価損 21,930 39,649

その他 16,970 2,096

特別損失合計 93,915 41,746

税金等調整前四半期純利益 256,498 93,790

法人税、住民税及び事業税 42,239 24,506

法人税等調整額 106,159 31,719

法人税等合計 148,398 56,225

少数株主利益 35,030 17,041

四半期純利益 73,069 20,523
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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 256,498 93,790

減価償却費 170,709 173,239

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,760 △2,435

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,839 △118,820

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,684 △19,350

製品保証引当金の増減額（△は減少） △27,148 △16,400

工事損失引当金の増減額（△は減少） 11,622 △5,572

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,532 1,254

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84,515 11,613

受取利息及び受取配当金 △23,819 △19,475

支払利息 14,147 15,259

売上債権の増減額（△は増加） △11,363 1,088,110

たな卸資産の増減額（△は増加） △577,609 8,477

仕入債務の増減額（△は減少） △213,454 △782,899

未払金の増減額（△は減少） △111,874 △1,085

前受金の増減額（△は減少） 184,385 △5,456

その他 28,296 △50,023

小計 △480,356 370,228

利息及び配当金の受取額 23,819 19,499

利息の支払額 △10,768 △11,795

法人税等の支払額 △121,349 △172,719

営業活動によるキャッシュ・フロー △588,654 205,212

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △288,903

定期預金の払戻による収入 － 178,777

有形固定資産の取得による支出 △77,557 △189,367

投資有価証券の取得による支出 △74,428 △45,191

その他 14,566 22,104

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,419 △322,581

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） 50,000 －

自己株式の売却による収入 6,785 2,169

配当金の支払額 △71,399 △60,620

少数株主への配当金の支払額 △1,335 △1,335

その他 △541 △940

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,490 △60,727

現金及び現金同等物に係る換算差額 △565 △74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △743,130 △178,171

現金及び現金同等物の期首残高 1,943,951 2,022,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,200,821 1,844,397
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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) 

  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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、使用原材料の共通性、製造方法及び製品の類似性、販売経路の共通性により区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 
３ たな卸資産については、従来、未成工事支出金については個別原価法、その他のたな卸資産については移

動平均法による低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」（企業会計基準委員会 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、未成工

事支出金については個別原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、その他のたな卸資産については

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。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営業利益は「耐火物」は68,637千円減少、

「プラント」は13,232千円減少、「建材及び舗装用材」は5,346千円減少しております。 

４ 第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを

行い、一部の資産について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しております。この変更に

伴い、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営業利益は「耐火物」は11,642千円

減少、「プラント」は42千円減少、「建材及び舗装用材」は1,381千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 
(千円)

プラント 
(千円)

建材及び 
舗装用材 
(千円)

その他の 
事業 
(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

2,885,046 2,053,369 1,855,585 46,414 6,840,416 ― 6,840,416

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

111,268 ― 6,484 8,155 125,908 (125,908) ―

計 2,996,315 2,053,369 1,862,069 54,569 6,966,324 (125,908) 6,840,416

営業利益 
(又は営業損失△)

149,329 99,799 50,330 △2,041 297,418 (3,668) 293,750

事業区分 主要製品

耐火物 粘土質煉瓦、高アルミナ質煉瓦、塩基性煉瓦、不定形耐火物、その他耐火材料

プラント セラミックス用高温炉、その他各種工業窯炉及び工業窯炉付帯自動化設備等

建材及び舗装用材 工業、倉庫その他建物の床材、道路舗装用骨材、各種カラー舗装材

その他の事業 原料の販売、不動産賃貸収入ほか
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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 事業区分の方法 

  事業は、使用原材料の共通性、製造方法及び製品の類似性、販売経路の共通性により区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 
３ 事業区分の変更 

 従来、不動産賃貸は、その他の事業に含めておりましたが、営業利益割合が増加したことにより、第１四

半期連結会計期間より「不動産賃貸」として区分表示することに変更しました。この結果、従来の方法と比

較して、当第３四半期連結累計期間の「その他の事業」の売上高は41,651千円減少し、営業利益は23,144千

円減少しており、「不動産賃貸」については、それぞれ同額計上しております。 

  

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) 

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

耐火物
(千円)

プラント 
(千円)

建材及び 
舗装用材 
(千円)

不動産賃貸
(千円)

その他の 
事業 
(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 
 

2,429,709 1,561,760 1,515,126 41,651 773 5,549,022 ― 5,549,022

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高

143,811 ― 7,345 7,913 45 159,115 (159,115) ―

計 2,573,521 1,561,760 1,522,471 49,565 818 5,708,138 (159,115) 5,549,022

 営業利益 
(又は営業損失△)

△266 54,997 △ 2,908 23,144 603 75,569 (7,417) 68,152

事業区分 主要製品

耐火物 粘土質煉瓦、高アルミナ質煉瓦、塩基性煉瓦、不定形耐火物、その他耐火材料

プラント セラミックス用高温炉、その他各種工業窯炉及び工業窯炉付帯自動化設備等

建材及び舗装用材 工業、倉庫その他建物の床材、道路舗装用骨材、各種カラー舗装材

不動産賃貸 不動産賃貸収入

その他の事業 原料の販売ほか

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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