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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） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 3,951 7.0 109 244.4 167 183.4 20 △22.5
22年3月期第2四半期 3,694 △23.4 31 △88.7 58 △79.9 26 △78.9

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 2.00 ―
22年3月期第2四半期 2.58 ―

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 11,028 6,231 52.1 559.98
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2四半期  5,745百万円 22年3月期  5,824百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 2.50
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,800 7.7 300 141.7 330 72.6 150 ― 14.62



(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 

（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） 

※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。 

※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。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「（3） 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「2.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 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2Q 2,650,208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2Q 10,260,012株 22年3月期2Q 10,256,367株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア新興国を中心とした経済回復やエコカー補助

金、エコポイント制度を始めとする政府の経済対策を背景に緩やかな回復基調が続きました。しかし、海

外経済の先行き減速感、米国の金融緩和予測などから円高が急激に進み、デフレ基調と相俟って再び景気

の二番底が懸念される深刻な状況となりました。  

このような厳しい経済状況のもと、当社の主要顧客であるセメント業界においては、公共事業の低迷は

恒常化しており、民間設備投資の回復も力強さに欠け、生産量、国内販売量ともに前年割れの記録を更新

し続けるなど、受注環境は未だ本格的な回復には至っておらず、当社にとっては非常に厳しい経営環境が

続きました。  

 当社は今後も大きな好転が期待できないこのような経営環境に対して、グループ全体の研究開発、生

産、販売、組織体制の各分野において、協働、協調、シナジー効果の創出およびより一層のコストダウ

ン、生産性向上へ向けての取組みを強化してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,951百万円（前年同四半期比7.0％増）、営業利益は

109百万円（前年同四半期比244.4％増）、経常利益は167百万円（前年同四半期比183.4％増）、四半期純

利益は20百万円（前年同四半期比22.5％減）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7,776百万円(前連結会

計年度末比266百万円増)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3,252百万円 (前連結会計年度末比22百万円減)となりました。その結果、資産合計では、

11,028百万円(前連結会計年度末比243百万円増)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3,453百万円(前連結会計年度末比270

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1,343百万円(前連

結会計年度末比50百万円増)となりました。その結果、負債合計では、4,797百万円(前連結会計年度末比

320百万円増)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6,231百万円(前連結会計年度末比77百万円減)

となり、自己資本比率は52.1％(前連結会計年度末比1.9％減)となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。なお、平成23年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年５

月13日公表の業績予想から変更はありません。 

  

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) 

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439千円減少し、税金等調整前四半期純利益は43,245
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関係） 

「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２四
半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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 2,744,068 2,126,435

受取手形及び売掛金 2,797,895 3,494,647

有価証券 8,813 8,809

たな卸資産 1,986,900 1,625,402

その他 251,416 266,554

貸倒引当金 △13,037 △12,248

流動資産合計 7,776,056 7,509,602

固定資産   

有形固定資産 1,513,579 1,555,980

無形固定資産 58,578 44,679

投資その他の資産   

投資有価証券 955,465 1,032,162

その他 763,414 683,238

貸倒引当金 △38,432 △40,577

投資その他の資産合計 1,680,447 1,674,823

固定資産合計 3,252,606 3,275,483

資産合計 11,028,662 10,785,085

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,851,121 1,489,373

短期借入金 880,000 1,030,000

未払法人税等 72,159 12,414

賞与引当金 183,540 199,040

役員賞与引当金 1,300 4,200

製品保証引当金 23,178 19,400

工事損失引当金 22,584 22,398

その他 419,248 406,046

流動負債合計 3,453,130 3,182,872

固定負債   

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 569,766 577,749

役員退職慰労引当金 205,789 204,178

資産除去債務 43,499 －

その他 124,863 111,279

固定負債合計 1,343,919 1,293,207

負債合計 4,797,050 4,476,079
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（単位：千円）

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) 

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 4,974,814 4,978,020

自己株式 △597,120 △597,032

株主資本合計 5,674,212 5,677,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,973 147,335

評価・換算差額等合計 70,973 147,335

少数株主持分 486,426 484,164

純資産合計 6,231,612 6,309,006

負債純資産合計 11,028,662 10,785,085
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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：千円）

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 3,694,273 3,951,548

売上原価 2,939,859 3,118,736

売上総利益 754,413 832,812

販売費及び一般管理費 722,579 723,178

営業利益 31,834 109,634

営業外収益   

受取利息 1,346 1,390

受取配当金 12,565 12,009

補助金収入 16,309 47,469

その他 7,873 7,262

営業外収益合計 38,095 68,132

営業外費用   

支払利息 10,393 9,433

その他 576 1,254

営業外費用合計 10,970 10,688

経常利益 58,959 167,078

特別利益   

投資有価証券売却益 4,641 361

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 9,346 394

受取保険金 － 2,365

その他 6,225 2,468

特別利益合計 20,212 15,010

特別損失   

投資有価証券評価損 6,132 48,959

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,806

その他 246 8,550

特別損失合計 6,379 100,316

税金等調整前四半期純利益 72,792 81,772

法人税、住民税及び事業税 17,686 68,767

法人税等調整額 21,846 △11,685

法人税等合計 39,532 57,082

少数株主損益調整前四半期純利益 － 24,689

少数株主利益 6,845 4,216

四半期純利益 26,413 20,473
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  該当事項はありません。 

  

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) 

 
(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２四半期連結累計期間の「その他の事業」の売上高は27,723千円減少し、営業利益は15,484千

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) 

 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) 

 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 
 

1,778,509 985,336 901,930 27,723 773 3,694,273 ― 3,694,273

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高

87,303 ― 5,662 5,275 45 98,286 (98,286) ―

計 1,865,812 985,336 907,592 32,999 818 3,792,560 (98,286) 3,694,273

 営業利益 
(又は営業損失△)

19,996 23,764 △ 22,256 15,484 603 37,591 (5,757) 31,834

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) 

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) 

 
 (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△72,732千円には、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△48,959千円、及びたな卸資産の調整額△12,066千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四半期純利益と調整を行っております。 

  

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) 

  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

1,959,832 984,522 973,794 24,865 3,943,014 8,533 3,951,548 ― 3,951,548

セ グ メ ン ト 
間 の 内 部 売 
上 高 又 は 振 
替高

363,787 ― 2,841 4,675 371,304 7,441 378,745 △378,745 ―

計 2,323,620 984,522 976,635 29,541 4,314,319 15,975 4,330,294 △378,745 3,951,548

セグメント利
益又はセグメ
ント損失(△)

145,769 12,776 △17,848 10,668 151,366 3,137 154,504 △72,732 81,772

(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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