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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 15,126 13.7 1,046 196.6 1,088 207.4 547 143.2
22年3月期第3四半期 13,300 △20.1 352 △63.8 354 △67.0 225 △48.2

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3四半期 24.41 ―
22年3月期第3四半期 10.04 ―

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3四半期 22,240 14,452 65.0 644.64
22年3月期 21,669 14,341 66.2 639.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  14,452百万円 22年3月期  14,341百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
23年3月期 ― 5.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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 20,000 12.4 1,350 119.4 1,400 120.4 750 58.7 33.45



(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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「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」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3Q  25,587,421株 22年3月期  25,587,421株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,167,539株 22年3月期  3,163,880株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  22,422,281株 22年3月期3Q  22,424,959株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22年12月31日）における我が国経済は、経済成長

を続ける中国をはじめとする新興国向けの輸出や生産に回復の動きが見られ、国内においても経済政策

の効果により、個人消費や企業収益に一部持ち直しの動きが見られたものの、補助金制度の終了や急激

な円高の進行により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループは、このような情勢下においても活発な受注活動を展開した結果、当第３四半期連結累

計期間の売上高は151億26百万円となり、前年同期に比べ18億26百万円の増収となりました。 

損益面におきましては、コストの削減に努めた結果、営業利益は10億46百万円と前年同期に比べ６億

93百万円増加し、経常利益は10億88百万円と前年同期に比べ７億34百万円の増加となりました。 

四半期純利益につきましては、５億47百万円と前年同期に比べ３億22百万円の増加となりました。 
  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（耐火物等） 

耐火物等事業につきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は126億54百万円、セグメント利

益は16億78百万円となりました。 

（エンジニアリング） 

エンジニアリング事業につきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は24億72百万円、セグメ

ント利益は３億49百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、222億40百万円であり、前連結会計年度末に比べ５億71

百万円増加しました。これは主として、現金及び預金の減少５億85百万円、投資有価証券の減少３億14

百万円があるものの、受取手形及び売掛金の増加14億66百万円、原材料及び貯蔵品の増加２億10百万円

等によるものであります。  

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、77億87百万円であり、前連結会計年度末に比べ４億59百

万円増加しました。これは主として、短期借入金の増加９億50百万円等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、144億52百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億

11百万円増加しました。これは主として、その他有価証券評価差額金の減少１億44百万円があるもの

の、利益剰余金の増加３億23百万円等によるものであります。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は65.0％となり、財政状態は概ね良好である

と判断しております。  

  

当第３四半期の業績は、売上高並びに営業利益、経常利益、当期純利益の各段階で予定を上回る進捗

で推移し、平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年2月9日に業績予想の修正を公表し

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。 

  

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。 

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,265,918 1,851,628

受取手形及び売掛金 9,235,314 7,769,057

有価証券 9,889 －

製品 2,428,539 2,278,124

仕掛品 386,714 370,759

原材料及び貯蔵品 1,821,079 1,610,135

その他 226,894 315,117

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,372,550 14,193,021

固定資産

有形固定資産 4,670,260 4,937,874

無形固定資産 58,431 65,854

投資その他の資産

投資有価証券 2,001,045 2,315,897

その他 246,816 245,332

貸倒引当金 △108,750 △88,787

投資その他の資産合計 2,139,111 2,472,442

固定資産合計 6,867,803 7,476,171

資産合計 22,240,353 21,669,193
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,446,319 2,525,131

短期借入金 1,900,000 950,000

未払法人税等 185,074 231,202

賞与引当金 141,040 －

役員賞与引当金 16,740 20,100

その他 1,002,362 1,399,415

流動負債合計 5,691,536 5,125,849

固定負債

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,108,803 1,089,022

その他 387,266 513,104

固定負債合計 2,096,070 2,202,126

負債合計 7,787,606 7,327,975

純資産の部

株主資本

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 10,206,840 9,883,712

自己株式 △556,531 △555,495

株主資本合計 14,055,294 13,733,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 406,914 550,931

為替換算調整勘定 △9,462 57,083

評価・換算差額等合計 397,451 608,014

純資産合計 14,452,746 14,341,217

負債純資産合計 22,240,353 21,669,193
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 13,300,727 15,126,818

売上原価 11,592,817 12,504,434

売上総利益 1,707,910 2,622,384

販売費及び一般管理費 1,355,209 1,576,125

営業利益 352,700 1,046,259

営業外収益

受取利息 4,364 5,524

受取配当金 32,537 40,571

不動産賃貸料 24,111 21,203

その他 17,944 15,509

営業外収益合計 78,958 82,809

営業外費用

支払利息 16,971 13,104

デリバティブ評価損 37,477 15,801

為替差損 20,962 7,061

その他 2,116 4,535

営業外費用合計 77,528 40,502

経常利益 354,130 1,088,566

特別利益

貸倒引当金戻入額 13,898 －

固定資産売却益 － 129

デリバティブ解約益 24,943 －

特別利益合計 38,842 129

特別損失

貸倒引当金繰入額 400 －

固定資産除却損 1,184 7,692

ゴルフ会員権評価損 400 －

投資有価証券売却損 － 400

投資有価証券評価損 － 129,185

環境対策費 － 39,860

特別損失合計 1,984 177,137

税金等調整前四半期純利益 390,988 911,558

法人税、住民税及び事業税 63,000 317,000

法人税等調整額 102,922 47,202

法人税等合計 165,922 364,202

少数株主損益調整前四半期純利益 － 547,356

少数株主利益 － －

四半期純利益 225,066 547,356
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該当事項はありません。 

  

(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。 

当社は、耐火物事業、エンジニアリング事業を基本にして組織が構成されており、各事業単位で国内及

び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は「耐火物等」及び「エンジニアリング」の２つを報告セグメントとしております。 

「耐火物等」は、鉄鋼用、非鉄金属用、セメント用、ガラス用、その他窯業用及び環境装置関係炉用を

主とした、塩基性れんが、高アルミナ質れんが、粘土質れんが、珪石れんが等の各材質による耐火れんが

及び不定形耐火物等を製造販売しております。「エンジニアリング」は、耐火物を使用する各種工業用窯

炉、環境設備等の設計、施工を行っており、必要に応じてメンテナンス工事等を請け負っております。 
  

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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
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) 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高

  外部顧客への売上高 12,654,734 2,472,083 15,126,818

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － －

計 12,654,734 2,472,083 15,126,818

セグメント利益 1,678,563 349,367 2,027,930

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,027,930

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △981,670

四半期連結損益計算書の営業利益 1,046,259

(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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