
  

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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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  （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３四半期  77,788  3.1  4,791  7.1  4,646  7.8  2,218  △8.4

23年３月期第３四半期  75,429  32.9  4,472  334.3  4,309  348.3  2,422  673.7

（注） 包括利益 24年３月期第３四半期 824百万円 ( ％)△53.7 23年３月期第３四半期 1,778百万円 ( ％)－

  
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３四半期  23.53  －

23年３月期第３四半期  25.70  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期  104,720  37,918  32.1

23年３月期  111,220  37,747  29.9

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 33,571百万円 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  －  2.50  －     

24年３月期（予想）        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、対前期増減率）

  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 

通期  102,700  1.6  6,000  △1.3  5,700  △1.8  2,600  9.1  27.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有   



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３Ｑ 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３Ｑ 7,239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３Ｑ 94,287,556株 23年３月期３Ｑ 94,291,430株 



（参考）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

   

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  68,400  △0.1  4,100  △13.4  4,300  △13.9  2,600  177.0  27.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、長引く欧州の財政危機によって対ユーロに関しても円高が進み、夏

場以降70円台後半で高止まりしたままの対ドル相場と相まって輸出産業を中心に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、長引く円高により輸出の採算が悪化していることに

加え、タイの洪水被害の影響等により国内需要も伸び悩んだことから、大手各社を中心に操業を抑える動きが出始

めており国内粗鋼生産は前年同期比3.8％減少の7,989万トンとなりました。 

このような状況の中、当社のセグメント別の業績は以下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、足下での粗鋼生産量の減少により鉄鋼業界向けの収益に大きな影響が

ありましたが、当社子会社の業績がコストダウンの進捗と拡販によって改善していることから、売上高は前年同四

半期比1.0％減の571億63百万円、セグメント利益は前年同四半期比2.9％増の42億57百万円となりました。 

<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、高炉改修工事等の増加によって売上高は前年同四半期比20.2％増の184

億49百万円、セグメント利益は３億94百万円（前年同四半期は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、売上高は前年同四半期比6.8％減の21億75百万円、セグメント利益は

前年同四半期比5.0％減の10億44百万円となりました。 

      

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金と投資有価証券の減少を主たる要因として前連結会計年

度末に比べ64億99百万円減少し、1,047億20百万円となりました。 

負債は、短期・長期借入金及び未払法人税等の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ66億70百万円減

少し668億２百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ１

億70百万円増加し379億18百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期通期の業績予想につきましては、自動車等の国内生産にやや回復の兆しがみられるものの、空前

の円高による輸出の停滞によって鉄鋼業界の減産の動きが加速しております。そのため平成23年11月７日に発表い

たしました業績予想を、売上高1,027億円（前回発表値1,030億円）、営業利益60億円（同64億円）、経常利益57億

円（同60億円）、当期純利益26億円（同32億50百万円）にそれぞれ修正いたします。 

平成24年３月期通期の個別業績予想につきましても同様に、売上高684億円（前回発表値685億円）、営業利益41

億円（同47億10百万円）、経常利益43億円（同49億60百万円）、当期純利益26億円（同29億60百万円）にそれぞれ

修正いたします。 

  また剰余金の配当に関しましては、平成23年５月12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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,410 9,310 

受取手形及び売掛金 29,926 31,360 

有価証券 2,904 3,503 

商品及び製品 7,101 7,208 

仕掛品 2,573 2,611 

原材料及び貯蔵品 6,482 6,722 

繰延税金資産 838 293 

その他 1,108 1,034 

貸倒引当金 △17 △13 

流動資産合計 64,329 62,031 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,814 17,302 

機械装置及び運搬具（純額） 5,556 5,092 

土地 10,047 10,007 

その他（純額） 1,078 873 

有形固定資産合計 34,497 33,276 

無形固定資産   

のれん 423 344 

その他 480 486 

無形固定資産合計 903 830 

投資その他の資産   

投資有価証券 9,638 6,833 

繰延税金資産 919 797 

その他 1,184 1,170 

貸倒引当金 △252 △219 

投資その他の資産合計 11,489 8,582 

固定資産合計 46,891 42,689 

資産合計 111,220 104,720 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,956 17,564 

短期借入金 30,986 26,694 

1年内償還予定の社債 1,000 － 

未払法人税等 1,552 192 

賞与引当金 1,086 361 

その他の引当金 250 64 

その他 4,218 4,575 

流動負債合計 56,051 49,453 

固定負債   

社債 － 2,000 

長期借入金 3,841 3,177 

退職給付引当金 5,622 5,806 

その他の引当金 542 480 

負ののれん 586 460 

資産除去債務 157 157 

その他 6,670 5,268 

固定負債合計 17,421 17,349 

負債合計 73,473 66,802 

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 25,823 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 32,417 34,163 

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 △139 

繰延ヘッジ損益 △0 － 

為替換算調整勘定 △277 △452 

その他の包括利益累計額合計 841 △592 

少数株主持分 4,488 4,347 

純資産合計 37,747 37,918 

負債純資産合計 111,220 104,720 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 75,429 77,788 

売上原価 61,928 64,021 

売上総利益 13,501 13,766 

販売費及び一般管理費 9,028 8,975 

営業利益 4,472 4,791 

営業外収益   

受取利息 21 20 

受取配当金 163 165 

保険配当金 56 74 

負ののれん償却額 129 126 

持分法による投資利益 20 35 

その他 140 143 

営業外収益合計 530 564 

営業外費用   

支払利息 424 374 

為替差損 127 178 

その他 142 157 

営業外費用合計 693 709 

経常利益 4,309 4,646 

特別利益   

固定資産売却益 10 61 

投資有価証券受贈益 12 － 

貸倒引当金戻入額 14 － 

その他 0 － 

特別利益合計 38 61 

特別損失   

固定資産処分損 78 33 

投資有価証券評価損 268 37 

会員権評価損 25 0 

減損損失 18 7 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 163 － 

事業整理損 169 － 

特別退職金 － 343 

災害による損失 － 337 

特別損失合計 724 760 

税金等調整前四半期純利益 3,623 3,947 

法人税、住民税及び事業税 862 1,071 

法人税等調整額 301 527 

法人税等合計 1,164 1,599 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,458 2,348 

少数株主利益 36 130 

四半期純利益 2,422 2,218 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,458 2,348 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △423 △1,298 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

為替換算調整勘定 △248 △213 

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 △680 △1,524 

四半期包括利益 1,778 824 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,823 765 

少数株主に係る四半期包括利益 △44 58 
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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） 

（単位：百万円）

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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  57,742  15,353  2,333  75,429 －  75,429

セグメント利益（営業利益）  4,138  23  1,100  5,262  △789  4,472

  
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  57,163  18,449  2,175  77,788 －  77,788

セグメント利益（営業利益）  4,257  394  1,044  5,696  △905  4,791

（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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