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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 46,838 23.1 3,258 － 3,040 － 1,958 － 
22年３月期第２四半期 38,056 △25.3 △200 － △39 － 32 △97.5 
 

 
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２四半期 23.19 － 
22年３月期第２四半期 0.39 － 
 
(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２四半期 82,449 32,910 38.6 377.17 
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２四半期 31,844百万円 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 － 0.00    
23年３月期(予想)   － 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） 

（％表示は対前期増減率） 

 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 

通     期 92,300 11.4 5,500 87.4 5,200 72.2 3,300 △16.8 39.08 
（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11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２Ｑ 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２Ｑ 6,713,703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２Ｑ 84,435,679株 22年３月期２Ｑ 84,467,942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２四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回復し、前年同四半期連結累計期間に比べ 

27.9％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２四半期連結累

計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ23.1％増収の468億38百万円となりました。 

損益については、売上高の回復及びコストダウンの伸展により、当第２四半期連結累計期間の営

業利益は32億58百万円（前年同四半期連結累計期間は２億円の営業損失）、経常利益は30億40百万

円（前年同四半期連結累計期間は39百万円の経常損失）となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ5,914.

1％増益の19億58百万円となりました。 

これにより、１株当たり四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間の０円39銭から23円19銭と

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349億63百万円、セグメント利益は29億21百

万円となりました。 

    ［ファーネス事業］ 

     大型築造工事案件の売上計上等により、ファーネス事業の売上高は78億27百万円となりました

が、工事案件の利益率の低下や、要員増等によるコスト増があり、セグメント利益は１億62百万

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の向上を受けて収益が改善し、セラミック

ス事業の売上高は31億15百万円、セグメント利益は74百万円となりました。 

    ［不動産事業］ 

     不動産事業の売上高は５億円、セグメント利益は１億54百万円となりました。 

    ［その他］ 

     その他の事業セグメントの売上高は４億31百万円、セグメント利益は21百万円となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

    ①資産 

     当第２四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38億31百万円減少して、82

4億49百万円となりました。流動資産は同０百万円増加の422億90百万円、固定資産は、当社グル

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り、同38億26百万円減少の401億20百万

円となりました。 
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    ②負債 

     当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に対し34億71百万円減少して、495

億39百万円となりました。流動負債は同70億83百万円減少の212億69百万円、固定負債は同36億1

1百万円増加の282億69百万円となりました。 

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。固定負債増加の主な要因は、

長期借入金の増加によるものです。 

    ③純資産 

     当第２四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金及び

為替換算調整勘定の減少を加減算した結果、前連結会計年度末に対し３億59百万円減少して、32

9億10百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は38.6％となりました。 

また、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末の381円50銭から377円17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日に公表した通期の連結業績予想を、本日(平成22年11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。 

   景気の先行きの不透明感が増す中、粗鋼生産量が下振れする懸念はあるものの、耐火物需要が想

定よりも上回る見通しであること等を勘案し、通期の連結業績予想を修正しています。 

   なお、粗鋼生産量の変動により耐火物需要も変動し、その結果、業績予想値が大きく変動する可

能性があります。 

 

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２四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２四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

に限定する方法によっています。 
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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２四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２四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 

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 

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、当第２四半期連結累計期間の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 

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。 



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,703 3,258

受取手形及び売掛金 23,950 20,932

商品及び製品 5,557 5,612

仕掛品 1,957 2,997

原材料及び貯蔵品 3,734 3,843

繰延税金資産 1,634 1,921

その他 1,753 3,724

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 42,290 42,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,235 34,081

減価償却累計額 △23,583 △23,197

建物及び構築物（純額） 11,652 10,883

機械装置及び運搬具 49,838 48,312

減価償却累計額 △41,703 △41,007

機械装置及び運搬具（純額） 8,135 7,305

工具、器具及び備品 3,644 3,547

減価償却累計額 △2,956 △2,811

工具、器具及び備品（純額） 688 736

土地 7,446 7,494

建設仮勘定 338 3,725

有形固定資産合計 28,261 30,145

無形固定資産   

のれん 43 74

その他 616 613

無形固定資産合計 659 687

投資その他の資産   

投資有価証券 8,326 10,188

長期貸付金 432 482

繰延税金資産 307 339

その他 2,243 2,212

貸倒引当金 △110 △108

投資その他の資産合計 11,199 13,114

固定資産合計 40,120 43,947

繰延資産   

社債発行費 38 43

繰延資産合計 38 43

資産合計 82,449 86,280
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,937 12,885

短期借入金 2,018 8,548

未払法人税等 328 275

繰延税金負債 15 14

賞与引当金 1,885 1,670

工事損失引当金 － 65

その他 4,084 4,892

流動負債合計 21,269 28,353

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,477 5,500

繰延税金負債 1,592 1,954

退職給付引当金 474 525

役員退職慰労引当金 397 407

製品保証引当金 7 7

資産除去債務 25 －

負ののれん 751 849

その他 4,544 5,414

固定負債合計 28,269 24,658

負債合計 49,539 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 22,582 20,886

自己株式 △1,556 △1,547

株主資本合計 31,701 30,015

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,641 2,751

繰延ヘッジ損益 △8 3

為替換算調整勘定 △1,489 △551

評価・換算差額等合計 143 2,203

少数株主持分 1,065 1,049

純資産合計 32,910 33,269

負債純資産合計 82,449 86,280
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(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 38,056 46,838

売上原価 32,579 37,417

売上総利益 5,476 9,421

販売費及び一般管理費 5,676 6,163

営業利益又は営業損失（△） △200 3,258

営業外収益   

受取利息 3 12

受取配当金 84 56

助成金収入 217 －

負ののれん償却額 98 98

持分法による投資利益 50 －

その他 108 81

営業外収益合計 563 249

営業外費用   

支払利息 179 186

債権譲渡損 75 －

為替差損 － 103

持分法による投資損失 － 15

その他 147 161

営業外費用合計 402 467

経常利益又は経常損失（△） △39 3,040

特別利益   

固定資産売却益 321 220

その他 114 45

特別利益合計 436 265

特別損失   

固定資産除却損 28 56

固定資産売却損 1 0

減損損失 7 －

アドバイザリー手数料 28 －

環境対策費 26 －

退職特別加算金 － 160

その他 12 47

特別損失合計 103 265

税金等調整前四半期純利益 293 3,041

法人税、住民税及び事業税 137 351

法人税等調整額 82 641

法人税等合計 220 992

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,048

少数株主利益 40 90

四半期純利益 32 1,958
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 293 3,041

減価償却費 2,201 2,186

減損損失 7 －

のれん償却額 30 30

負ののれん償却額 △98 △98

長期前払費用償却額 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △136 214

退職給付引当金の増減額（△は減少） △108 △50

その他の引当金の増減額（△は減少） 64 △75

受取利息及び受取配当金 △88 △68

支払利息 179 186

為替差損益（△は益） △38 △52

持分法による投資損益（△は益） △50 15

有形固定資産除却損 28 56

有形固定資産売却損益（△は益） △320 △219

アドバイザリー手数料 28 －

売上債権の増減額（△は増加） 144 △2,906

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,896 1,043

仕入債務の増減額（△は減少） △3,485 △31

その他 △310 △650

小計 3,216 2,625

利息及び配当金の受取額 88 72

利息の支払額 △133 △194

特別退職金の支払額 － △299

法人税等の支払額 △184 △210

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,986 1,994

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 △2,202 △1,376

有形固定資産の売却による収入 424 1,977

有形固定資産の除却による支出 △24 △67

無形固定資産の取得による支出 △32 △56

投資有価証券の取得による支出 △1,909 △3

貸付けによる支出 △447 △11

貸付金の回収による収入 14 122

事業譲渡による収入 44 －

アドバイザリー手数料の支払いによる支出 △27 －

その他 △37 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,198 610
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(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △9,550 △2,126

長期借入れによる収入 1,000 5,132

長期借入金の返済による支出 △30 △4,300

社債の発行による収入 9,947 －

預り敷金の返還による支出 △649 △649

自己株式の取得による支出 △2 △9

配当金の支払額 △171 △252

その他 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 540 △2,208

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644 320

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四半期末残高 3,697 3,703

黒崎播磨㈱ (5352) 平成23年３月期　第２四半期決算短信

― 9 ―



黒崎播磨㈱（5352）平成23年３月期 第２四半期決算短信 

― 10 ― 

(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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