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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 1,814 △6.4 18 △74.0 73 △9.2 △21 ―
22年３月期第１四半期 1,938 △9.5 71 △12.1 81 △15.4 41 216.0

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 △2 12 ―
22年３月期第１四半期 4 07 ―

 (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 10,787 6,198 53.0 556 84
22年３月期 10,785 6,309 54.0 567 72

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 5,713百万円  22年3月期 5,824百万円

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 ― 2 50 ― 2 50 5 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 2 50 2 50 5 00

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) 4,000 8.3 70 119.9 100 69.6 50 89.3 4 87
通期 8,800 7.7 300 141.7 330 72.6 150 ― 14 62



 

 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、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報告書のレビュー手続は終了してお

ります。 

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

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 ： 無

（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

（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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 12,909,828株 22年3月期 12,909,828株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 2,649,733株 22年3月期 2,649,733株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 10,260,095株 22年3月期1Ｑ 10,263,224株

(注意事項)
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半から、製造業の一部を中心に回復の兆し
が見え出したものの、欧州における金融不安の発生により株式市場は再び不安定な状況となり、また、雇
用情勢および個人消費の動向も引き続き厳しい状況が続き、依然として先行き不透明な環境のなか推移し
ました。 
 当社を取り巻く環境も、当社主要顧客であるセメント業界は、生産量で34ヶ月連続、国内販売量で37ヶ
月連続と前年割れの記録を更新し、また、公共事業の低迷は恒常化しており、設備投資においても一部に
回復の兆しが見られたものの未だ本格的な回復には至っておらず非常に厳しい営業環境が続きました。 
 このような状況下、当社グループは将来へ向けての事業基盤を再構築すべく、当年度初めに大幅な組織
改革を断行し、市場ニーズを迅速かつ的確に把握し、これに素早く対応できる営業体制確立へ向けての取
組みを開始しました。しかし、当第1四半期の連結業績は前期からの低迷する営業環境の影響が尾を引
き、売上高は1,814百万円（前年同四半期比6.4％減）、営業利益は18百万円（前年同四半期比74.0％
減）、経常利益は73百万円（前年同四半期比9.2％減）、最終損益は資産除去債務を特別損失に計上した
こともあり21百万円の四半期純損失（前年同四半期は41百万円の純利益）となりました。 

[資産の状況]     

流動資産は、現金及び預金の増加、たな卸資産の増加などにより、全体としては7,574百万円(前連結会
計年度末比65百万円増)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減少などにより、全
体としては3,212百万円 (前連結会計年度末比63百万円減)となりました。その結果、資産合計では、
10,787百万円(前連結会計年度末比２百万円増)となりました。  

[負債の状況]    

流動負債は、仕入債務が増加したことなどにより、全体としては3,224百万円(前連結会計年度末比41百
万円増)となりました。固定負債は、資産除去債務の増加などにより、全体としては1,363百万円(前連結
会計年度末比70百万円増)となりました。その結果、負債合計では、4,588百万円(前連結会計年度末比112
百万円増)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減少などにより6,198万円(前連結会計年度末比110百万円減)と
なり、自己資本比率は53.0％(前連結会計年度末比1.0％減)となりました。 
  

当第１四半期は、おおむね当初の計画通り推移しており、平成22年５月13日発表の第２四半期連結累計
期間及び通期の業績予想に変更はありません。 
  

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

(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おります。

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

(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）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ219千円減少し、税金等調整前四半期純利益は43,025

千円減少しております。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43,403千円で

あります。  

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「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）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

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 2,585,045 2,126,435

受取手形及び売掛金 3,000,852 3,494,647

有価証券 8,811 8,809

たな卸資産 1,717,951 1,625,402

その他 274,319 266,554

貸倒引当金 △12,169 △12,248

流動資産合計 7,574,810 7,509,602

固定資産   

有形固定資産 1,528,816 1,555,980

無形固定資産 44,198 44,679

投資その他の資産   

投資有価証券 891,546 1,032,162

その他 788,399 683,238

貸倒引当金 △40,577 △40,577

投資その他の資産合計 1,639,369 1,674,823

固定資産合計 3,212,384 3,275,483

資産合計 10,787,194 10,785,085

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,572,683 1,489,373

短期借入金 1,030,000 1,030,000

未払法人税等 3,837 12,414

賞与引当金 91,962 199,040

役員賞与引当金 720 4,200

製品保証引当金 22,462 19,400

工事損失引当金 22,264 22,398

その他 480,618 406,046

流動負債合計 3,224,547 3,182,872

固定負債   

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 576,813 577,749

役員退職慰労引当金 203,122 204,178

資産除去債務 43,403 －

その他 140,470 111,279

固定負債合計 1,363,809 1,293,207

負債合計 4,588,356 4,476,079
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金 419,519 419,519

利益剰余金 4,932,608 4,978,020

自己株式 △597,032 △597,032

株主資本合計 5,632,094 5,677,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,131 147,335

評価・換算差額等合計 81,131 147,335

少数株主持分 485,613 484,164

純資産合計 6,198,838 6,309,006

負債純資産合計 10,787,194 10,785,085
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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 1,938,816 1,814,371

売上原価 1,491,614 1,428,258

売上総利益 447,201 386,113

販売費及び一般管理費 375,567 367,473

営業利益 71,633 18,640

営業外収益   

受取利息 559 653

受取配当金 12,081 11,677

補助金収入 － 44,348

その他 2,419 3,433

営業外収益合計 15,059 60,112

営業外費用   

支払利息 5,124 4,566

その他 479 566

営業外費用合計 5,603 5,132

経常利益 81,089 73,619

特別利益   

投資有価証券売却益 4,641 101

賞与引当金戻入額 － 5,940

役員退職慰労引当金戻入額 － 3,481

工事損失引当金戻入額 2,334 394

その他 1,701 1,908

特別利益合計 8,676 11,825

特別損失   

固定資産除却損 135 1,930

固定資産売却損 83 49

投資有価証券評価損 － 29,756

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,806

その他 － 5,532

特別損失合計 218 80,074

税金等調整前四半期純利益 89,548 5,370

法人税、住民税及び事業税 10,190 8,428

法人税等調整額 31,240 15,616

法人税等合計 41,431 24,045

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △18,675

少数株主利益 6,381 3,057

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,735 △21,732
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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) 

  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21年４月１日 至 平成21年６月30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、当第１ 

 四半期連結累計期間より「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、「その他の事業」の売上高は14,556千円減少し、営業利益は9,092千円減少しており、「不動産 

 賃貸」については、それぞれ同額増加しております。 

  

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) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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)

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 
 

951,407 528,980 443,196 14,556 675 1,938,816 ― 1,938,816

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高

39,743 ― 2,661 2,637 45 45,087 (45,087) ―

計 991,150 528,980 445,857 17,194 720 1,983,903 (45,087) 1,938,816

 営業利益 
(又は営業損失△)

52,161 23,429 △ 11,150 9,092 523 74,056 △ 2,422 71,633

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 工場、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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、当社の各工場及び連結子会社を基礎とした製品別セグメントから構成されており、

「耐火物」、「プラント」、「建材及び舗装用材」及び「不動産賃貸」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

「耐火物」は、耐火煉瓦を中心とした耐火物及びセラミックス製品の製造販売をしております。「プラ

ント」は、工業窯炉及び自動化設備システムの設計・施工を行っております。「建材及び舗装用材」は、

建築材料及び道路用舗装材の販売・施工を行っております。「不動産賃貸」は、当社事務所の一部等を賃

貸しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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) 

 
 (注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外注事業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益の調整額△43,631千円には、セグメント間取引消去△11,706千円、各報告セグメントに配 

 分していない全社費用△29,756千円、及びたな卸資産の調整額△2,168千円が含まれております。全社費用 

 は、報告セグメントに帰属しない投資有価証券評価損であります。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。 

  

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) 

  該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ３耐火物 プラント

建材及び
舗装用材

不動産
賃貸

計

売上高

  外部顧客へ 
 の売上高

953,177 384,266 459,128 12,721 1,809,294 5,076 1,814,371 ― 1,814,371

  セグメント 
 間の内部売 
 上高又は振 
 替高

144,979 ― 1,919 2,337 149,237 4,965 154,203 △154,203 ―

計 1,098,157 384,266 461,048 15,059 1,958,532 10,042 1,968,575 △154,203 1,814,371

セグメント利
益又はセグメ
ント損失(△)

41,168 8,884 △9,577 7,078 47,554 1,447 49,002 △43,631 5,370

(5) 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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