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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 

  

(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 76,216 9.4 3,403 △33.7 2,611 △46.3 2,140 △31.4
23年3月期第3四半期 69,695 16.1 5,134 212.3 4,864 168.6 3,120 173.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,669百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 997百万円 （△17.6％）

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 25.36 ―
23年3月期第3四半期 36.96 ―

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 93,912 33,985 33.1
23年3月期 88,818 34,191 37.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  31,057百万円 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  ：  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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 102,100 9.2 4,500 △25.8 3,600 △38.5 2,700 △24.6 31.98



(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異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「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3Q 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3Q 6,733,109 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3Q 84,415,881 株 23年3月期3Q 84,433,140 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３四半期連結累計期間において、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3.8％減の7,989万トンとなりました。 

当社は、平成23年５月31日、インド最大手の耐火物メーカーTATA REFRACTORIES LIMITED（現TRL

 KROSAKI REFRACTORIES LIMITED（以下「TRL Krosaki」））の株式を取得し、子会社としました。

同社の連結子会社化により、当第３四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9.4％増収の762億16百万円となりました。 

損益については、原材料価格の上昇によるコスト増等があり、当第３四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33.7％減益の34億３百万円、経常利益は、前年同四半期

連結累計期間に比べ46.3％減益の26億11百万円、四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間に比

べ31.4％減益の21億40百万円となりました。 

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36円96銭から25円36銭と

なりました。 

なお、TRL Krosakiのみなし取得日を第１四半期連結累計期間の末日としているため、第２四半

期連結会計期間より同社の四半期損益計算書を連結しています。 

 

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］ 

TRL Krosakiの連結子会社化により、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18.6％増収の620億24百万円となりました。原材料価格の上昇によるコスト増等があり、セグ

メント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ34.9％減益の28億80百万円となりました。 

［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20.1％減収の90億53百万円となりました。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27.5％減益の２億６百万

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17.5％減収の38億42百万円となりました。 

住宅用外壁材の製造販売に係る事業を除いたセラミックス事業においては前年同四半期連結累

計期間に比べ増収となり、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ21.0％増益の１

億98百万円となりました。 

［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4.9％減収の７億14百万円、セグメ

ント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ9.3％減益の２億10百万円となりました。 

［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10.7％減収の５億81百

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86.7％減益の３百万円となりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

       平成23年８月９日に公表した通期の連結業績予想を、本日（平成24年２月８日）公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しています。 

       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） 

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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３．四半期連結財務諸表 
（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 10,355 3,898

受取手形及び売掛金 23,041 25,385

商品及び製品 6,874 8,093

仕掛品 2,387 2,385

原材料及び貯蔵品 3,749 5,544

繰延税金資産 1,304 806

その他 2,570 2,033

貸倒引当金 △0 △3

流動資産合計 50,283 48,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,265 36,261

減価償却累計額 △24,129 △25,333

建物及び構築物（純額） 11,135 10,927

機械装置及び運搬具 49,685 54,052

減価償却累計額 △42,565 △46,075

機械装置及び運搬具（純額） 7,119 7,976

工具、器具及び備品 3,840 4,303

減価償却累計額 △3,063 △3,452

工具、器具及び備品（純額） 776 851

土地 7,399 7,508

建設仮勘定 384 722

有形固定資産合計 26,815 27,986

無形固定資産   

のれん 12 6,639

その他 790 858

無形固定資産合計 802 7,498

投資その他の資産   

投資有価証券 7,711 6,308

長期貸付金 365 262

繰延税金資産 360 679

その他 2,507 3,049

貸倒引当金 △62 △42

投資その他の資産合計 10,883 10,257

固定資産合計 38,501 45,742

繰延資産   

社債発行費 33 25

繰延資産合計 33 25

資産合計 88,818 93,912
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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 16,861 19,176

短期借入金 2,402 6,853

未払法人税等 861 408

賞与引当金 2,201 1,151

工事損失引当金 1 －

その他 4,615 5,579

流動負債合計 26,943 33,168

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,433 10,435

繰延税金負債 1,230 891

退職給付引当金 391 538

役員退職慰労引当金 449 518

製品保証引当金 6 6

負ののれん 652 504

資産除去債務 25 25

その他 4,493 3,837

固定負債合計 27,682 26,758

負債合計 54,626 59,926

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 25,747

自己株式 △1,560 △1,563

株主資本合計 33,323 34,860

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,244 145

繰延ヘッジ損益 164 △80

為替換算調整勘定 △1,673 △3,869

その他の包括利益累計額合計 △264 △3,803

少数株主持分 1,132 2,928

純資産合計 34,191 33,985

負債純資産合計 88,818 93,912
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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 69,695 76,216

売上原価 55,379 62,366

売上総利益 14,316 13,850

販売費及び一般管理費 9,182 10,446

営業利益 5,134 3,403

営業外収益   

受取利息 17 22

受取配当金 77 100

負ののれん償却額 147 147

持分法による投資利益 － 23

その他 117 170

営業外収益合計 360 464

営業外費用   

支払利息 273 434

持分法による投資損失 12 －

為替差損 108 512

その他 235 309

営業外費用合計 629 1,256

経常利益 4,864 2,611

特別利益   

固定資産売却益 363 1

事業譲渡益 － 1,011

その他 78 100

特別利益合計 441 1,112

特別損失   

固定資産除却損 62 20

固定資産売却損 7 2

投資有価証券評価損 5 25

退職特別加算金 163 0

その他 62 4

特別損失合計 300 52

税金等調整前四半期純利益 5,006 3,671

法人税、住民税及び事業税 509 789

法人税等調整額 1,260 548

法人税等合計 1,769 1,338

少数株主損益調整前四半期純利益 3,236 2,333

少数株主利益 115 192

四半期純利益 3,120 2,140
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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 3,236 2,333

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,250 △1,099

繰延ヘッジ損益 △37 △245

為替換算調整勘定 △907 △2,650

持分法適用会社に対する持分相当額 △43 △7

その他の包括利益合計 △2,239 △4,003

四半期包括利益 997 △1,669

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 963 △1,398

少数株主に係る四半期包括利益 33 △271
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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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