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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％ 

23年３月期第１四半期 23,745 41.6 1,692 － 1,564 － 964 － 
22年３月期第１四半期 16,769 － △425 － △211 － △194 － 
 

 
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 

23年３月期第１四半期 11.43 － 
22年３月期第１四半期 △2.31 － 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

23年３月期第１四半期 82,857 32,457 37.9 371.84 
22年３月期 86,280 33,269 37.3 381.50 

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 31,397百万円 22年３月期 32,219百万円 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 

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 

22年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00 
23年３月期 －     
23年３月期(予想)  0.00 － 4.00 4.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 
 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 
(累計) 

45,200 18.8 2,800 － 2,700 － 1,600 － 18.95 

通     期 85,700 3.4 4,000 36.3 3,900 29.1 2,400 △39.5 28.42 
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 
   連結業績予想の修正については、本日（平成22年８月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

参照してください。 
 



４．その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社  （社名） 、除外 －社  （社名） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 
② ①以外の変更 ：有・無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 91,145,280株 22年３月期 91,145,280株 
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,707,880株 22年３月期 6,690,606株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 84,438,791株 22年３月期１Ｑ 84,470,954株 

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手

続が実施中です。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいています。今後発生する状

況の変化によっては、異なる業績結果となることが予想されますのでご了解ください。 
  なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等

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」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間においては、輸出向けを中心とした鉄鋼需要の増加に伴い、当社グル

ープの主要得意先である鉄鋼業界の国内粗鋼生産量は大幅に回復し、前年同四半期連結累計期間に

比べ47.0％増となりました。粗鋼生産量の回復に合わせて、耐火物需要も回復し、当第１四半期連

結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ41.6％増収の237億45百万円となりまし

た。 

損益については、売上高の回復により、当第１四半期連結累計期間の営業利益は16億92百万円

（前年同四半期連結累計期間は４億25百万円の営業損失）、経常利益は15億64百万円（前年同四半

期連結累計期間は２億11百万円の経常損失）となりました。 

また、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は９億64百万円（前年同四半期連結累計期間は

１億94百万円の四半期純損失）となりました。 

これにより、１株当たり四半期純利益は11円43銭（前年同四半期連結累計期間は２円31銭の１株

当たり四半期純損失）となりました。 

 

    セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

なお、各セグメントの売上高は、外部顧客への売上高であり、セグメント間の内部売上高又は振

替高は含まれていません。 

    ［耐火物事業］ 

     耐火物需要の回復により、耐火物事業の売上高は171億79百万円、セグメント利益は13億46百

万円となりました。 

    ［ファーネス事業］ 

     鉄鋼業界の国内粗鋼生産量の増加に伴う整備作業や工事案件の増加があり、ファーネス事業の

売上高は46億56百万円となりましたが、要員増等によるコスト増があり、セグメント利益は２億

７百万円となりました。 

    ［セラミックス事業］ 

     主力ユーザーである半導体製造装置業界の市場環境が大幅に改善していることから、セラミッ

クス事業の売上高は14億48百万円、セグメント利益は45百万円となりました。 

    ［不動産事業］ 

     不動産事業の売上高は２億50百万円、セグメント利益は76百万円となりました。 

    ［その他］ 

     その他の事業セグメントの売上高は２億９百万円、セグメント利益は７百万円となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

    ①資産 

     当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に対し34億23百万円減少して、 

828億57百万円となりました。流動資産は同４億77百万円減少の418億11百万円、固定資産は同29

億42百万円減少の410億４百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は、仕掛品の減少によるものです。固定資産減少の主な要因は、当社
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グループ保有株式の株価下落に伴う投資有価証券の減少によるものです。 

    ②負債 

     当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に対し26億10百万円減少して、504

億円となりました。流動負債は同11億59百万円減少の271億93百万円、固定負債は同14億51百万

円減少の232億６百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、短期借入金の減少によるものです。固定負債減少の主な要因は、

繰延税金負債の減少によるものです。 

    ③純資産 

     当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に対し８億12百万円減少して、 

324億57百万円となりました。 

純資産減少の主な要因は、当社グループ保有株式の株価下落に伴うその他有価証券評価差額金

の減少によるものです。 

この結果、自己資本比率は37.9％となりました。 

また、１株当たり純資産額は、前期末の381円50銭から371円84銭となりました。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

    平成22年５月13日に公表した第２四半期の連結業績予想を、本日(平成22年８月10日)公表の「業

績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しています。 

   セラミックス事業の主力ユーザーである半導体製造装置業界における市場環境の好調を受けての

収益向上のほか、ファーネス事業の工事案件の増加により、売上高、営業利益、経常利益、当期純

利益について第２四半期の予想を修正しています。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

    該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

    ①簡便な会計処理 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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

定しています。 

２ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっています。 

３ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して

算定する方法によっています。 

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ついては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの
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限定する方法によっています。 

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ため、前連結会計年度において

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います。 

５ 工事原価総額の見積方法 

工事原価総額の見積りに当たり、当第１四半期連結会計期間末における工事原価総額が前

連結会計年度末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約

を除き、前連結会計年度末に見積った工事原価総額を、当第１四半期連結会計期間末におけ

る工事原価総額の見積額とする方法によっています。 

    ②特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成

20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しています。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第21号 平成20年３月31日)を適用しています。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は25百万円減少しています。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は25百万円です。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成

20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)、「持分法に関す

る会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)、「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用

しています。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  (単位：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   3,849   3,258 

    受取手形及び売掛金   22,166   20,932 

    商品及び製品   6,012   5,612 

    仕掛品   2,130   2,997 

    原材料及び貯蔵品   4,026   3,843 

    繰延税金資産   1,669   1,921 

    その他   1,956   3,724 

    貸倒引当金   △0   △1 

    流動資産合計   41,811   42,289 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物   35,425   34,081 

       減価償却累計額   △23,260   △23,197 

       建物及び構築物（純額）   12,165   10,883 

      機械装置及び運搬具   50,125   48,312 

       減価償却累計額   △41,363   △41,007 

       機械装置及び運搬具（純額）   8,761   7,305 

      工具、器具及び備品   3,605   3,547 

       減価償却累計額   △2,888   △2,811 

       工具、器具及び備品（純額）   716   736 

      土地   7,556   7,494 

      建設仮勘定   290   3,725 

      有形固定資産合計   29,490   30,145 

    無形固定資産         

      のれん   58   74 

      その他   607   613 

      無形固定資産合計   666   687 

    投資その他の資産         

      投資有価証券   8,033   10,188 

      長期貸付金   468   482 

      繰延税金資産   331   339 

      その他   2,123   2,212 

      貸倒引当金   △109   △108 

      投資その他の資産合計   10,846   13,114 

    固定資産合計   41,004   43,947 

  繰延資産         

    社債発行費   41   43 

    繰延資産合計   41   43 

  資産合計   82,857   86,280 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   13,804   12,885 

    短期借入金   7,302   8,548 
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  (単位：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

    未払法人税等   142   275 

    繰延税金負債   18   14 

    賞与引当金   826   1,670 

    工事損失引当金   65   65 

    その他   5,033   4,892 

    流動負債合計   27,193   28,353 

  固定負債         

    社債   10,000   10,000 

    長期借入金   5,500   5,500 

    退職給付引当金   500   525 

    役員退職慰労引当金   369   407 

    製品保証引当金   7   7 

    繰延税金負債   1,309   1,954 

    負ののれん   800   849 

    資産除去債務   25   － 

    その他   4,694   5,414 

    固定負債合計   23,206   24,658 

  負債合計   50,400   53,011 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   5,537   5,537 

    資本剰余金   5,138   5,138 

    利益剰余金   21,598   20,886 

    自己株式   △1,555   △1,547 

    株主資本合計   30,719   30,015 

  評価・換算差額等         

    その他有価証券評価差額金   1,471   2,751 

    繰延ヘッジ損益   △40   3 

    為替換算調整勘定   △752   △551 

    評価・換算差額等合計   678   2,203 

  少数株主持分   1,059   1,049 

  純資産合計   32,457   33,269 

負債純資産合計   82,857   86,280 
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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:百万円) 

 
前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高   16,769   23,745 

売上原価   14,420   19,033 

売上総利益   2,348   4,711 

販売費及び一般管理費   2,774   3,019 

営業利益又は営業損失（△）   △425   1,692 

営業外収益         

  受取利息   1   5 

  受取配当金   56   49 

  負ののれん償却額   49   49 

  助成金収入   138   － 

  持分法による投資利益   11   － 

  その他   97   40 

  営業外収益合計   354   144 

営業外費用         

  支払利息   72   94 

  債権譲渡損   37   － 

  為替差損   －   72 

  持分法による投資損失   －   25 

  その他   30   80 

  営業外費用合計   139   273 

経常利益又は経常損失（△）   △211   1,564 

特別利益         

  固定資産売却益   137   220 

  製品保証引当金戻入額   40   － 

  その他   29   25 

  特別利益合計   206   246 

特別損失         

  固定資産売却損   －   0 

  固定資産除却損   24   8 

  アドバイザリー手数料   18   － 

  環境対策費   26   － 

  退職特別加算金   －   139 

  その他   2   41 

  特別損失合計   71   191 

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（△） 

  △75   1,619 

法人税、住民税及び事業税   54   132 

法人税等調整額   61   485 

法人税等合計   116   617 

少数株主損益調整前当期純利益   －   1,001 

少数株主利益   3   36 

四半期純利益又は四半期純損失（△）   △194   964 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:百万円) 

 

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 

  △75   1,619 

  減価償却費   1,079   1,084 

  のれん償却額   14   15 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △4   0 

  受取利息及び受取配当金   △57   △55 

  支払利息   72   94 

  為替差損益（△は益）   1   △16 

  持分法による投資損益（△は益）   △11   25 

  有形固定資産売却損益（△は益）   △137   △219 

  売上債権の増減額（△は増加）   2,631   △870 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   1,152   358 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △4,089   760 

  長期前払費用償却額   1   2 

  負ののれん償却額   △49   △49 

  アドバイザリー手数料   18   － 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   △936   △844 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △34   △24 

  その他の引当金の増減額（△は減少）   27   △38 

  有形固定資産除却損   24   8 

  その他   136   9 

  小計   △236   1,860 

  利息及び配当金の受取額   58   54 

  利息の支払額   △69   △136 

  法人税等の支払額   △350   △380 

  特別退職金の支払額   －   △111 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △597   1,287 

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   △1,416   △683 

  有形固定資産の売却による収入   152   2,015 

  投資有価証券の取得による支出   △2   △2 

  貸付けによる支出   △22   － 

  無形固定資産の取得による支出   △3   △14 

  アドバイザリー手数料の支払いによる支出   △17   － 

  その他   4   35 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,305   1,351 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  長期借入金の返済による支出   △20   － 

  社債の発行による収入   9,947   － 

  自己株式の取得による支出   △1   △7 

  配当金の支払額   △169   △253 

  短期借入金の増減額（△は減少）   △8,531   △1,277 

  預り敷金の返還による支出   △649   △649 

  その他   △1   △1 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   574   △2,189 

現金及び現金同等物に係る換算差額   44   16 
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  (単位:百万円) 

 

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △1,284   466 

現金及び現金同等物の期首残高   4,342   3,258 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

  －   124 

現金及び現金同等物の期末残高   3,057   3,849 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(5) 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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