
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 Ｔ Ｙ Ｋ 上場取引所 東 
コード番号 5363 URL http://www.tyk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 牛込 伸隆
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長兼関連事業室長 （氏名） 伊藤 武 TEL 0572-22-8151
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 平成22年12月8日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 9,512 31.0 742 ― 588 ― 403 ―
22年3月期第2四半期 7,260 △31.1 △146 ― △74 ― △56 ―

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 8.97 ―
22年3月期第2四半期 △1.25 ―

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 30,936 21,582 62.2 427.77
22年3月期 32,025 22,027 61.0 434.14

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,235百万円 22年3月期  19,522百万円

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 ― 1.00 ― 1.00 2.00
23年3月期 ― 1.00
23年3月期 

（予想）
― 1.00 2.00

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  有   

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 18,500 13.0 980 777.8 810 279.5 460 ― 10.23



(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き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 
１．平成22年5月20日に公表しました連結業績予想のうち、通期について本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
２．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。 

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。）

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 45,477,000株 22年3月期  45,477,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  510,678株 22年3月期  508,930株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 44,966,982株 22年3月期2Q 45,010,934株
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（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けるわが国経済は、緩やかな回復が続いているものの、円高・株安と先行きに対

する警戒感が高まっています。   

 耐火物業界におきましても、主要取引先であります鉄鋼業界は経済の回復を牽引した中国経済の行方、欧米経済

の二番底懸念、為替・株価の動向、国内建設需要の低迷など取り巻く環境は依然として厳しいことが予想されま

す。 

 このような状況のもと、当社グループは売上増強および収益向上を第一に取り組んでまいりました結果、当第２

四半期連結累計期間においては、次のとおりの経営成績となりました。 

 売上高は95億12百万円（前年同期比31.0％増）、利益面では、営業利益は7億42百万円（前年同期は1億46百万円

の損失）、経常利益は5億88百万円（前年同期は74百万円の損失）、四半期純利益は4億3百万円（前年同期は56百

万円の損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

 国内の売上高は国内粗鋼生産量の回復により、72億29百万円となりました。また、営業利益は5億73百万円とな

りました。 

②北米 

 北米の売上高は10億32百万円となりました。また、営業利益は19百万円となりました。 

③ヨーロッパ 

 ヨーロッパの売上高は8億24百万円となりました。また、営業利益は50百万円となりました。 

④アジア 

 アジアの売上高は2億20百万円となりました。また、営業利益は64百万円となりました。 

⑤その他  

 その他の売上高は2億4百万円となりました。また、営業利益は1億34百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、3億73百万円増加し、 百万円となりました。 

 その主な要因は、現金及び預金の増加（1億28百万円）、受取手形及び売掛金の増加（2億45百万円）及び棚卸資

産の減少（69百万円）によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産の残高は前連結会計年度末に比べ、14億62百万円減少し、 百万円となりました。 

 その主な要因は、有形固定資産の減少（3億23百万円）及び投資有価証券の減少（11億32百万円）によるもので

あります。 

（負債） 

 負債の残高は前連結会計年度末に比べ、6億44百万円減少し、 百万円となりました。 

 その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（1億78百万円）及び繰延税金負債の減少（4億60百万円）によるも

のであります。 

（純資産） 

 純資産の残高は前連結会計年度末に比べ、4億44百万円減少し、 百万円となりました。 

 その主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少（6億76百万円）によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月20日に公表いたしました通期の連結業績予想について、本日（平成22年11月12日）公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 

 詳細は同資料をご参照ください。  

 なお、当第２四半期連結業績予想については、平成22年11月11日に公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」において修正しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

160億44

148億92

93億53

215億82
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（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棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、棚卸資産の簿価切り下げに関して収益性の低下が明らか

なものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法、あるいは営業循環基準から外れた滞留品又

は処分見込み等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについて

は、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上

する方法で算定しております。  

  

②税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」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。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

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）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する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）の適用によ

り、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」の科目で表示しております。    

   

２．その他の情報
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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 3,604,575 3,476,293

受取手形及び売掛金 6,355,452 6,109,556

製品及び外注品 2,814,832 3,003,763

仕掛品 1,176,074 1,124,263

原材料及び貯蔵品 1,784,633 1,717,312

その他 348,783 282,808

貸倒引当金 △40,241 △42,982

流動資産合計 16,044,109 15,671,016

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,322,013 2,405,974

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,936,796 2,157,772

土地 4,817,844 4,828,991

その他（純額） 289,738 296,805

有形固定資産合計 9,366,392 9,689,543

無形固定資産 50,848 52,562

投資その他の資産   

投資有価証券 5,196,092 6,328,247

その他 429,031 437,410

貸倒引当金 △149,990 △153,270

投資その他の資産合計 5,475,133 6,612,387

固定資産合計 14,892,375 16,354,494

資産合計 30,936,485 32,025,511
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,212,806 1,390,882

短期借入金 5,356,402 5,483,076

未払法人税等 320,145 220,619

賞与引当金 241,340 238,401

その他 500,838 515,075

流動負債合計 7,631,532 7,848,054

固定負債   

繰延税金負債 138,655 599,249

退職給付引当金 947,594 926,250

役員退職慰労引当金 557,978 543,416

その他 77,848 80,963

固定負債合計 1,722,077 2,149,879

負債合計 9,353,610 9,997,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 14,194,886 13,836,489

自己株式 △109,302 △108,958

株主資本合計 18,946,267 18,588,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 474,585 1,150,802

為替換算調整勘定 △185,463 △216,578

評価・換算差額等合計 289,121 934,224

少数株主持分 2,347,485 2,505,136

純資産合計 21,582,874 22,027,576

負債純資産合計 30,936,485 32,025,511
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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 7,260,121 9,512,161

売上原価 5,925,805 7,240,866

売上総利益 1,334,316 2,271,295

販売費及び一般管理費 1,480,732 1,528,678

営業利益又は営業損失（△） △146,416 742,616

営業外収益   

受取利息 2,091 1,558

受取配当金 80,599 70,743

助成金収入 93,993 －

不動産賃貸料 32,480 33,899

その他 14,057 22,023

営業外収益合計 223,221 128,224

営業外費用   

支払利息 32,715 22,567

為替差損 109,191 255,232

その他 9,083 4,113

営業外費用合計 150,990 281,913

経常利益又は経常損失（△） △74,185 588,927

特別利益   

固定資産売却益 3 1,595

償却債権取立益 2,200 －

貸倒引当金戻入額 3,446 3,432

移転補償金 － 1,449

その他 96 393

特別利益合計 5,745 6,871

特別損失   

固定資産売却損 41 8,873

固定資産除却損 1,416 7,589

投資有価証券評価損 － 31,162

ゴルフ会員権評価損 2,440 －

特別損失合計 3,897 47,624

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（△）

△72,337 548,174

法人税等 58,554 324,669

少数株主損益調整前四半期純利益 － 223,505

少数株主損失（△） △74,718 △179,859

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,173 403,365
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△72,337 548,174

減価償却費 522,850 456,737

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,252 △3,432

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,804 3,251

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,071 24,793

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,345 14,562

受取利息及び受取配当金 △82,690 △72,301

支払利息 32,715 22,567

為替差損益（△は益） △8,853 1,169

投資有価証券評価損益（△は益） － 31,162

有形固定資産除却損 1,416 7,589

有形固定資産売却損益（△は益） 38 7,277

売上債権の増減額（△は増加） 337,299 △301,677

たな卸資産の増減額（△は増加） 899,871 △25,454

仕入債務の増減額（△は減少） 42,002 △34,141

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,421 △101,817

その他 27,825 75,815

小計 1,743,385 654,275

利息及び配当金の受取額 82,691 72,301

利息の支払額 △32,715 △22,567

法人税等の支払額 △102,985 △198,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,690,376 505,306

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 109,271 6,000

定期預金の預入による支出 △67,279 △107,258

有形固定資産の売却による収入 184 8,886

有形固定資産の取得による支出 △254,183 △200,300

投資有価証券の取得による支出 △8,117 △42,508

貸付金の回収による収入 60 60

その他 △2,514 △17,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,579 △352,741

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） △61,586 △35,449

自己株式の取得による支出 △776 △343

配当金の支払額 △45,012 △44,745

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,375 △80,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,999 △34,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,356,420 37,690

現金及び現金同等物の期首残高 2,333,717 3,232,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,690,138 3,270,523

（株）ＴＹＫ（5363）　平成23年3月期第2四半期決算短信

7



 該当事項はありません。  

  

  

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。 

当社は、主に耐火物を生産・販売しております。各々の現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取

り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米」、「ヨーロッパ」、及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。  

  

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）「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、環境関連製品、窯業機械

器具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（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。 

  

  

 該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 7,229,480  1,032,817  824,355  220,588  9,307,242  204,919  9,512,161

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 964,792  5,160  56,491  9,091  1,035,535  623,524  1,659,059

計  8,194,273  1,037,978  880,846  229,679  10,342,777  828,443  11,171,221

セグメント利益  573,781  19,336  50,647  64,034  707,800  134,863  842,663

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  707,800

「その他」の区分の利益  134,863

全社費用（注）  △162,644

セグメント間取引消去  62,597

四半期連結損益計算書の営業利益  742,616

（６）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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