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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 16,394 8.4 1,229 17.5 1,292 18.8 733 34.0
23年3月期第3四半期 15,126 13.7 1,046 196.6 1,088 207.4 547 143.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 526百万円 （156.2％） 23年3月期第3四半期 336百万円 （―％）

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 32.72 ―
23年3月期第3四半期 24.41 ―

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 21,918 14,996 68.4
23年3月期 21,401 14,695 68.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,996百万円 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 ― 5.00 ―
24年3月期（予想） 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、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  ：  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

通期 21,700 6.3 1,400 △3.3 1,450 △4.1 870 7.5 38.81



(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3Q 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3Q 3,170,427 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3Q 22,418,576 株 23年3月期3Q 22,422,281 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から徐々に

回復の兆しが見られたものの、長期化する電力の供給不安、タイの大規模洪水によるサプライチェーン

の混乱、欧州諸国の金融不安を背景とした円高の長期化、中国の金融引き締め策による成長率の鈍化な

ど、景気の先行きは依然として不透明感が強まる中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３四半期連結累

計期間の売上高は163億94百万円と前年同四半期に比べ12億67百万円の増収となり、営業利益は12億29

百万円と前年同四半期に比べ１億82百万円増加し、経常利益は12億92百万円と前年同四半期に比べ２億

４百万円の増加となりました。 

四半期純利益につきましては、７億33百万円と前年同四半期に比べ１億86百万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３四半期連結累計期間の売上高は136億26百万円となり、前年同

四半期に比べ９億71百万円の増収、セグメント利益は18億57百万円となり、前年同四半期に比べ１億79

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３四半期連結累計期間の売上高は27億68百万円となり、

前年同四半期に比べ２億96百万円の増収、セグメント利益は３億59百万円となり、前年同四半期に比べ

10百万円の増加となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の資産合計は、219億18百万円であり、前連結会計年度に比べ５億16百万

円増加しました。これは主として、現金及び預金の減少３億52百万円、投資有価証券の減少３億42百万

円等があるものの、受取手形及び売掛金の増加８億28百万円、原材料及び貯蔵品の増加４億７百万円等

によるものであります。  

 当第３四半期連結会計期間の負債合計は、69億21百万円であり、前連結会計年度に比べ２億15百万円

増加しました。これは主として、未払法人税等の減少２億25百万円があるものの、支払手形及び買掛金

の増加１億96百万円、短期借入金の増加１億50百万円等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、149億96百万円であり、前連結会計年度に比べ３億円増

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１億91百万円があるものの、利益剰余

金の増加５億９百万円等によるものであります。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間の自己資本比率は68.4％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。  

  

  

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
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通期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況及び 近の経

営環境等を踏まえ、平成23年11月10日に公表いたしました平成24年３月期通期連結業績予想に変更はあ

りません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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 1,520,561 1,167,997

受取手形及び売掛金 8,814,454 9,642,838

有価証券 9,917 －

製品 2,116,605 2,378,963

仕掛品 388,169 377,609

原材料及び貯蔵品 1,410,974 1,818,810

その他 377,442 184,764

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 14,636,325 15,569,184

固定資産

有形固定資産 4,572,336 4,515,988

無形固定資産 60,179 56,686

投資その他の資産

投資有価証券 1,997,777 1,655,078

その他 203,578 179,246

貸倒引当金 △68,241 △57,891

投資その他の資産合計 2,133,113 1,776,432

固定資産合計 6,765,629 6,349,107

資産合計 21,401,955 21,918,292
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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 2,413,283 2,610,165

短期借入金 750,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 － 300,000

未払法人税等 430,014 204,928

賞与引当金 － 138,060

役員賞与引当金 22,400 16,740

その他 1,305,739 1,332,581

流動負債合計 4,921,438 5,502,475

固定負債

長期借入金 300,000 －

退職給付引当金 1,073,328 1,109,743

その他 411,353 309,313

固定負債合計 1,784,682 1,419,056

負債合計 6,706,120 6,921,531

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 10,978,189

自己株式 △556,558 △557,627

株主資本合計 14,317,191 14,825,548

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 398,517 207,317

為替換算調整勘定 △19,874 △36,105

その他の包括利益累計額合計 378,643 171,211

純資産合計 14,695,834 14,996,760

負債純資産合計 21,401,955 21,918,292
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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：千円）

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 15,126,818 16,394,416

売上原価 12,504,434 13,560,010

売上総利益 2,622,384 2,834,405

販売費及び一般管理費 1,576,125 1,605,293

営業利益 1,046,259 1,229,112

営業外収益

受取利息 5,524 5,855

受取配当金 40,571 41,591

不動産賃貸料 21,203 20,059

その他 15,509 17,479

営業外収益合計 82,809 84,985

営業外費用

支払利息 13,104 5,455

デリバティブ評価損 15,801 －

為替差損 7,061 14,585

その他 4,535 1,199

営業外費用合計 40,502 21,240

経常利益 1,088,566 1,292,858

特別利益

固定資産売却益 129 81,792

投資有価証券売却益 － 405

特別利益合計 129 82,197

特別損失

固定資産除却損 7,692 4,555

ゴルフ会員権売却損 － 800

投資有価証券売却損 400 －

投資有価証券評価損 129,185 －

退職給付制度終了損 － 78,527

環境対策費 39,860 －

特別損失合計 177,137 83,882

税金等調整前四半期純利益 911,558 1,291,172

法人税、住民税及び事業税 317,000 472,000

法人税等調整額 47,202 85,560

法人税等合計 364,202 557,560

少数株主損益調整前四半期純利益 547,356 733,612

少数株主利益 － －

四半期純利益 547,356 733,612
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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：千円)

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 547,356 733,612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △144,016 △191,199

為替換算調整勘定 △66,545 △16,231

その他の包括利益合計 △210,562 △207,431

四半期包括利益 336,793 526,181

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 336,793 526,181

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) 

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) 

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）セグメント情報等

(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 12,654,734 2,472,083 15,126,818

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 12,654,734 2,472,083 15,126,818

セグメント利益 1,678,563 349,367 2,027,930

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,027,930

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △981,670

四半期連結損益計算書の営業利益 1,046,259

(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 13,626,247 2,768,169 16,394,416

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 13,626,247 2,768,169 16,394,416

セグメント利益 1,857,950 359,795 2,217,746

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,217,746

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △988,633

四半期連結損益計算書の営業利益 1,229,112

（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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