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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 22,505 △5.2 813 △51.9 703 △55.0 945 △2.0
23年3月期第1四半期 23,745 41.6 1,692 ― 1,564 ― 964 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 905百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △509百万円 （―％）

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 11.21 ―
23年3月期第1四半期 11.43 ―

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 98,289 36,600 33.9
23年3月期 88,818 34,191 37.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  33,314百万円 23年3月期  33,058百万円

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  ：  有  
 

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 50,200 7.2 1,850 △43.2 1,690 △44.4 1,720 △12.2 20.37
通期 107,400 14.8 5,400 △10.9 5,150 △12.0 3,600 0.5 42.64



(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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報(2)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

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 91,145,280 株 23年3月期 91,145,280 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,726,564 株 23年3月期 6,724,033 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 84,419,078 株 23年3月期1Q 84,438,791 株
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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 

当第１四半期連結累計期間においては、東日本大震災の影響により国内の生産活動が落ち込み、

鉄鋼需要が減少しました。これにより、当社グループの主要得意先である鉄鋼業界の国内粗鋼生産

量は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.1％減の2,637万トンとなりました。 

このような状況下、当社グループでは、耐火物事業において前年同四半期連結累計期間並みの売

上高を確保しましたが、ファーネス事業において前年同四半期連結累計期間に大型工事案件の売上

計上があったことの反動から、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間

に比べ5.2％減収の225億５百万円となりました。 

損益については、売上高の減少と、原材料価格の上昇によるコスト増があり、当第１四半期連結

累計期間の営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ51.9％減益の８億13百万円、経常利益は、

前年同四半期連結累計期間に比べ55.0％減益の７億３百万円となりました。四半期純利益は、特別

利益として事業譲渡益の計上があったことから、前年同四半期連結累計期間に比べ2.0％減益にと

どまり、９億45百万円となりました。 

これにより、１株当たり四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間の11円43銭から11円21銭と

なりました。 

なお、当社は当第１四半期連結累計期間において、TATA REFRACTORIES LIMITEDの株式を取得し、

子会社としましたが、当該子会社のみなし取得日を当第１四半期連結累計期間の末日としているた

め、当第１四半期連結累計期間については、同社の四半期貸借対照表のみを連結し、四半期損益計

算書は連結していません。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

なお、各セグメントの売上高は、外部顧客への売上高であり、セグメント間の内部売上高又は振

替高は含まれていません。また、セグメント利益は営業利益ベースです。 

［耐火物事業］ 

当社グループの主要得意先である鉄鋼業界の国内粗鋼生産量が前年同四半期連結累計期間に比

べ減少したものの、耐火物事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ3.5％増収の177億

77百万円となりました。原材料価格の上昇によるコスト増があり、セグメント利益は、前年同四

半期連結累計期間に比べ44.1％減益の７億52百万円となりました。 

［ファーネス事業］ 

前年同四半期連結累計期間に大型工事案件の売上計上があったことの反動から、ファーネス事

業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ34.9％減収の30億30百万円となりました。売上

高の減少により、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ89.4％減益の22百万円と

なりました。 
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［セラミックス事業］ 

住宅用外壁材の製造販売に係る事業を譲渡したことによる影響で、セラミックス事業の売上高

は、前年同四半期連結累計期間に比べ13.8％減収の12億48百万円となりました。売上高の減少に

より、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ23.1％減益の35百万円となりました。 

［不動産事業］ 

不動産事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ0.2％増収の２億50百万円、セグメ

ント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ4.0％増益の79百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業セグメントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ5.5％減収の１億98百

万円、セグメント損失は28百万円（前年同四半期連結累計期間は７百万円のセグメント利益）と

なりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

       平成23年５月11日に公表した「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において未定

としていた平成24年３月期第２四半期及び通期の連結業績予想を、本日（平成23年８月９日）公表

しています。詳細は、本日公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

       なお、粗鋼生産量の変動により耐火物需要も変動し、その結果、業績予想値が大きく変動する可

能性があります。 

 

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 

       該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

       該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年 12

月４日）を適用しています。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 10,355 4,017

受取手形及び売掛金 23,041 24,309

商品及び製品 6,874 8,258

仕掛品 2,387 2,745

原材料及び貯蔵品 3,749 5,537

繰延税金資産 1,304 927

その他 2,570 2,101

貸倒引当金 △0 △6

流動資産合計 50,283 47,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,265 36,375

減価償却累計額 △24,129 △24,688

建物及び構築物（純額） 11,135 11,687

機械装置及び運搬具 49,685 55,198

減価償却累計額 △42,565 △46,056

機械装置及び運搬具（純額） 7,119 9,142

工具、器具及び備品 3,840 4,044

減価償却累計額 △3,063 △3,249

工具、器具及び備品（純額） 776 794

土地 7,399 7,604

建設仮勘定 384 560

有形固定資産合計 26,815 29,789

無形固定資産   

のれん 12 8,384

その他 790 792

無形固定資産合計 802 9,176

投資その他の資産   

投資有価証券 7,711 7,934

長期貸付金 365 353

繰延税金資産 360 371

その他 2,507 2,804

貸倒引当金 △62 △61

投資その他の資産合計 10,883 11,402

固定資産合計 38,501 50,368

繰延資産   

社債発行費 33 30

繰延資産合計 33 30

資産合計 88,818 98,289
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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 16,861 18,478

短期借入金 2,402 7,568

未払法人税等 861 119

賞与引当金 2,201 1,246

工事損失引当金 1 1

その他 4,615 6,434

流動負債合計 26,943 33,849

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,433 10,732

繰延税金負債 1,230 1,342

退職給付引当金 391 641

役員退職慰労引当金 449 470

製品保証引当金 6 6

負ののれん 652 603

資産除去債務 25 25

その他 4,493 4,017

固定負債合計 27,682 27,838

負債合計 54,626 61,688

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,537 5,537

資本剰余金 5,138 5,138

利益剰余金 24,207 24,561

自己株式 △1,560 △1,561

株主資本合計 33,323 33,677

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,244 999

繰延ヘッジ損益 164 △145

為替換算調整勘定 △1,673 △1,217

その他の包括利益累計額合計 △264 △363

少数株主持分 1,132 3,286

純資産合計 34,191 36,600

負債純資産合計 88,818 98,289
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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 23,745 22,505

売上原価 19,033 18,559

売上総利益 4,711 3,946

販売費及び一般管理費 3,019 3,132

営業利益 1,692 813

営業外収益   

受取利息 5 9

受取配当金 49 54

負ののれん償却額 49 49

持分法による投資利益 － 15

その他 40 57

営業外収益合計 144 186

営業外費用   

支払利息 94 89

為替差損 72 94

持分法による投資損失 25 －

その他 80 112

営業外費用合計 273 296

経常利益 1,564 703

特別利益   

固定資産売却益 220 0

事業譲渡益 － 1,011

その他 25 2

特別利益合計 246 1,014

特別損失   

固定資産除却損 8 10

固定資産売却損 0 0

退職特別加算金 139 －

その他 41 1

特別損失合計 191 12

税金等調整前四半期純利益 1,619 1,705

法人税、住民税及び事業税 132 146

法人税等調整額 485 594

法人税等合計 617 741

少数株主損益調整前四半期純利益 1,001 964

少数株主利益 36 18

四半期純利益 964 945
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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 1,001 964

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,280 △245

繰延ヘッジ損益 △44 △310

為替換算調整勘定 △194 484

持分法適用会社に対する持分相当額 7 12

その他の包括利益合計 △1,511 △58

四半期包括利益 △509 905

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △560 847

少数株主に係る四半期包括利益 51 58
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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