
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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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         

  （百万円未満切捨て）

（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  25,164  3.3  1,646  53.8  1,673  64.5  862  △8.5

23年３月期第１四半期  24,369  62.9  1,070  －  1,017  －  941  －

（注）  包括利益 24年３月期第１四半期 711百万円 ( ％)－ 23年３月期第１四半期 △35百万円 ( ％)－

  
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  9  14  －      

23年３月期第１四半期  9  99  －      

  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  108,909  38,079  30.9

23年３月期  111,220  37,747  29.9

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 33,663百万円 23年３月期 33,258百万円 

  
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  －        2  50  －        2  50  5  00

24年３月期  －               

24年３月期（予想）    2  50  －        2  50  5  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％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）

  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）  49,000  0.4  2,500  2.7  2,400  3.4  1,300  △7.0  13  79

通期  101,500  0.4  6,000  △1.2  5,700  △1.8  3,200  34.2  33  94

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無   



４．その他 

新規      －社  （社名）                        、除外      －社  （社名） 

  

  

（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 

 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   

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 94,293,663株 23年３月期 94,293,663株 

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 5,845株 23年３月期 5,845株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 94,287,818株 23年３月期１Ｑ 94,291,825株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、３月に発生した東日本大震災に加え、原発事故に伴う電力供給不足

による生産活動の停滞や個人消費の低迷によって厳しい状況の中推移いたしました。 

耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましても、自動車業界をはじめとする生産減の影響を受け、当

第１四半期の粗鋼生産量は前年同四半期比6.1％減の2,637万トンとなりました。 

このような状況の中、当社グループのセグメント別の業績は次のとおりとなりました。 

<耐火物及び関連製品> 

耐火物及び関連製品事業におきましては、国内鉄鋼業界における粗鋼生産量の減少により、売上高は前年同四半

期比4.7％減の182億19百万円となりました。 

<エンジニアリング> 

エンジニアリング事業におきましては、顧客製鉄所における高炉・熱風炉等建設工事の増加により、売上高は前

年同四半期比38.7％増の62億23百万円となりました。 

<不動産・レジャー等> 

不動産・レジャー等事業におきましては、レジャー関係の消費自粛の影響を受け、売上高は前年同四半期比

4.9％減の７億21百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券評価額の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比

べ23億11百万円減少し、1,089億９百万円となりました。 

負債は、未払法人税等及び賞与引当金の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ26億43百万円減少し、

708億29百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加を主たる要因として前連結会計年度末に比べ３億31百万円増加し、380億79百万円

となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月12日に発表いたしました平成24年３月期第２四半期（累計）及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。 

また剰余金の配当に関しましても、同日発表の年間配当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
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 13,410 12,245 

受取手形及び売掛金 29,926 29,178 

有価証券 2,904 2,902 

商品及び製品 7,101 7,803 

仕掛品 2,573 2,650 

原材料及び貯蔵品 6,482 6,601 

繰延税金資産 838 401 

その他 1,108 951 

貸倒引当金 △17 △11 

流動資産合計 64,329 62,723 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,814 17,688 

機械装置及び運搬具（純額） 5,556 5,384 

土地 10,047 10,057 

その他（純額） 1,078 1,222 

有形固定資産合計 34,497 34,353 

無形固定資産   

のれん 423 396 

その他 480 472 

無形固定資産合計 903 869 

投資その他の資産   

投資有価証券 9,638 9,050 

繰延税金資産 919 872 

その他 1,184 1,292 

貸倒引当金 △252 △253 

投資その他の資産合計 11,489 10,962 

固定資産合計 46,891 46,185 

資産合計 111,220 108,909 
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（単位：百万円）

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 16,956 16,438 

短期借入金 30,986 30,719 

1年内償還予定の社債 1,000 1,000 

未払法人税等 1,552 176 

引当金 1,337 659 

その他 4,218 4,860 

流動負債合計 56,051 53,853 

固定負債   

長期借入金 3,841 3,698 

退職給付引当金 5,622 5,641 

その他の引当金 542 436 

負ののれん 586 544 

資産除去債務 157 157 

その他 6,670 6,498 

固定負債合計 17,421 16,976 

負債合計 73,473 70,829 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300 

資本剰余金 5,041 5,041 

利益剰余金 24,076 24,703 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 32,417 33,043 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,119 794 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

為替換算調整勘定 △277 △174 

その他の包括利益累計額合計 841 620 

少数株主持分 4,488 4,415 

純資産合計 37,747 38,079 

負債純資産合計 111,220 108,909 
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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：百万円）

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 24,369 25,164 

売上原価 20,209 20,484 

売上総利益 4,159 4,680 

販売費及び一般管理費 3,088 3,033 

営業利益 1,070 1,646 

営業外収益   

受取利息 6 8 

受取配当金 86 96 

負ののれん償却額 42 42 

持分法による投資利益 4 5 

その他 55 62 

営業外収益合計 194 215 

営業外費用   

支払利息 146 139 

その他 101 49 

営業外費用合計 248 188 

経常利益 1,017 1,673 

特別利益   

固定資産売却益 8 7 

投資有価証券受贈益 12 － 

貸倒引当金戻入額 3 － 

特別利益合計 24 7 

特別損失   

固定資産処分損 23 4 

投資有価証券評価損 1 0 

減損損失 － 0 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 163 － 

災害による損失 － 211 

その他 － 0 

特別損失合計 187 216 

税金等調整前四半期純利益 854 1,464 

法人税、住民税及び事業税 76 17 

法人税等調整額 △117 529 

法人税等合計 △40 546 

少数株主損益調整前四半期純利益 894 918 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △47 56 

四半期純利益 941 862 
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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：百万円）

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 894 918 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,022 △342 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

為替換算調整勘定 88 128 

持分法適用会社に対する持分相当額 3 6 

その他の包括利益合計 △930 △207 

四半期包括利益 △35 711 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17 647 

少数株主に係る四半期包括利益 △53 64 
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該当事項はありません。 

   

（セグメント情報） 

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 

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） 

（単位：百万円）

  

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） 

（単位：百万円）

  

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）セグメント情報等

  
耐火物及び 
関連製品 

エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 

売上高  19,123  4,487  758  24,369 －  24,369

セグメント利益又は損失(△) 

（営業利益又は営業損失） 
 1,086  △114  348  1,320  △249  1,070

  
耐火物及び 
関連製品 

エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 

売上高  18,219  6,223  721  25,164 －  25,164

セグメント利益（営業利益）  1,391  190  341  1,923  △277  1,646

（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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