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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,513 4.6 433 30.1 478 34.2 295 42.7
23年3月期第1四半期 5,272 10.6 333 221.7 356 191.8 207 200.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 282百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △30百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 13.18 ―
23年3月期第1四半期 9.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 21,572 14,866 68.9
23年3月期 21,401 14,695 68.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,866百万円 23年3月期  14,695百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 9,800 △2.4 500 △19.2 550 △15.2 330 △2.7 14.72
通期 20,000 △2.0 1,100 △24.0 1,150 △23.9 710 △12.3 31.67



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 25,587,421 株 23年3月期 25,587,421 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,168,177 株 23年3月期 3,167,639 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,419,513 株 23年3月期1Q 22,422,930 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響によ

り依然として厳しい状況にあるものの、サプライチェーンの復旧が進み、生産活動も持ち直しの動きが

見られました。しかしながら、電力の供給不安や、原油をはじめとする資源価格の高騰、為替相場の円

高基調などにより、景気の先行きは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1四半期連結累

計期間の売上高は55億13百万円となり、前年同期に比べ２億40百万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４億33百万円と前年同期に比べ１億

円増加し、経常利益は４億78百万円と前年同期に比べ１億21百万円の増加となりました。 

四半期純利益につきましては、２億95百万円と前年同期に比べ88百万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１四半期連結累計期間の売上高は45億99百万円となり、前年同四

半期に比べ２億80百万円の増収、セグメント利益は６億42百万円となり、前年同四半期に比べ１億27百

万円の増加となりました。 

（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１四半期連結累計期間の売上高は９億13百万円となり、

前年同四半期に比べ39百万円の減収、セグメント利益は１億14百万円となり、前年同四半期に比べ18百

万円の減少となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、215億72百万円であり、前連結会計年度に比べ１億70百万

円増加しました。これは主として、現金及び預金の減少３億33百万円があるものの、受取手形及び売掛

金の増加５億19百万円、原材料及び貯蔵品の増加２億19百万円等によるものであります。  

 当第１四半期連結会計期間の負債合計は、67億６百万円であり、前連結会計年度に比べ０百万円増加

しました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加３億18百万円があるものの未払法人税等の減少

３億36百万円等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、148億66百万円であり、前連結会計年度に比べ１億70百

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31百万円があるものの、利益剰

余金の増加１億83百万円等によるものであります。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間の自己資本比率は68.9％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１四半期連結累計期間の業績は、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ておりますが、先行きの市況・経済環境を総合的に判断し、平成24年３月期の連

結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表した第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．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,520,561 1,187,421

受取手形及び売掛金 8,814,454 9,333,923

有価証券 9,917 9,944

製品 2,116,605 2,111,176

仕掛品 388,169 369,466

原材料及び貯蔵品 1,410,974 1,630,281

その他 377,442 261,604

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 14,636,325 14,902,018

固定資産

有形固定資産 4,572,336 4,534,771

無形固定資産 60,179 60,183

投資その他の資産

投資有価証券 1,997,777 1,945,347

その他 203,578 194,105

貸倒引当金 △68,241 △63,561

投資その他の資産合計 2,133,113 2,075,890

固定資産合計 6,765,629 6,670,846

資産合計 21,401,955 21,572,864
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,413,283 2,731,732

短期借入金 750,000 750,000

未払法人税等 430,014 93,354

賞与引当金 － 154,140

役員賞与引当金 22,400 5,580

その他 1,305,739 1,210,445

流動負債合計 4,921,438 4,945,251

固定負債

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 1,073,328 1,093,901

その他 411,353 367,295

固定負債合計 1,784,682 1,761,197

負債合計 6,706,120 6,706,448

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 10,468,764 10,652,211

自己株式 △556,558 △556,751

株主資本合計 14,317,191 14,500,446

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 398,517 366,568

為替換算調整勘定 △19,874 △598

その他の包括利益累計額合計 378,643 365,969

純資産合計 14,695,834 14,866,415

負債純資産合計 21,401,955 21,572,864
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 5,272,307 5,513,250

売上原価 4,431,300 4,541,279

売上総利益 841,007 971,970

販売費及び一般管理費 507,926 538,548

営業利益 333,080 433,422

営業外収益

受取利息 1,784 1,935

受取配当金 25,636 25,738

その他 18,797 19,802

営業外収益合計 46,218 47,476

営業外費用

支払利息 3,519 1,966

デリバティブ評価損 15,758 163

その他 3,407 365

営業外費用合計 22,685 2,496

経常利益 356,613 478,402

特別利益

固定資産売却益 121 15,585

投資有価証券売却益 － 405

特別利益合計 121 15,990

特別損失

固定資産除却損 12 2,791

環境対策費 39,860 －

特別損失合計 39,872 2,791

税金等調整前四半期純利益 316,861 491,601

法人税、住民税及び事業税 27,000 86,000

法人税等調整額 82,700 110,055

法人税等合計 109,700 196,055

少数株主損益調整前四半期純利益 207,161 295,546

少数株主利益 － －

四半期純利益 207,161 295,546
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 207,161 295,546

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △239,949 △31,949

為替換算調整勘定 2,410 19,275

その他の包括利益合計 △237,538 △12,673

四半期包括利益 △30,377 282,872

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,377 282,872

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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) 

   1. 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 

   
   2. 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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

   1. 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 

   
   2. 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。 

  

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 4,319,066 953,241 5,272,307

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 4,319,066 953,241 5,272,307

セグメント利益 515,340 132,646 647,987

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 647,987

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △314,906

四半期連結損益計算書の営業利益 333,080

(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 4,599,559 913,690 5,513,250

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 4,599,559 913,690 5,513,250

セグメント利益 642,688 114,017 756,705

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 756,705

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △323,283

四半期連結損益計算書の営業利益 433,422

（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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