
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 ％ 

25年３月期第１四半期  24,063  △4.4  1,318  △19.9  1,364  △18.5  800  △7.1

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

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 519百万円 （ ％） △27.0   24年３月期第１四半期 711百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  8.49  －

24年３月期第１四半期  9.14  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期第１四半期  104,141  38,786  32.9  363.12

24年３月期  106,489  38,608  32.1  362.23

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 34,236百万円   24年３月期 34,153百万円 

  
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 
24年３月期  －  2.50  －  2.50  5.00

25年３月期  －         
25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、四半期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）  50,900  △1.4  2,600  △15.2  2,600  △12.7  1,400  △12.8  14.85

通期  103,300  0.3  5,700  △5.0  5,500  △6.2  3,000  50.1  31.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無   



※  注記事項 

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 

  

  

  

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

につきましては、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

（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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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        ： 有   

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   

③  会計上の見積りの変更                        ： 有   

④  修正再表示                                  ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 94,293,663株 24年３月期 94,293,663株 

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 8,884株 24年３月期 8,164株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 94,285,254株 24年３月期１Ｑ 94,287,818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、国内において個人消費や設備投資に緩やかな回復が見られるもの

の、歴史的な円高水準の継続により輸出産業にと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いては、エコカー補助金により好調な自動車販売の影響を受け、

当第１四半期の粗鋼生産量は前年同期比4.3％増の2,750万トンとなりました。 

 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、粗鋼生産量の増加による国内向けの販売増があったものの、欧州の財

政危機の影響から主として在外子会社の売上高が減少し、売上高は前年同四半期比1.3％減の179億90百万円、セグ

メント利益も前年同四半期比7.1％減の12億92百万円となりました。 

＜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・熱風炉等建設工事の減少によって売上高は前年同四半期比12.8％減

の54億25百万円、セグメント利益も前年同四半期比73.7％減の50百万円となりました。 

＜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10.2％減の６億47百万円、セグメント利益も

前年同四半期比11.4％減の３億２百万円となりました。 

    

（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、現金及び預金と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23億48百万円減少し、1,041億41百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金と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25億26百万円減

少し、653億55百万円となりました。 

 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

億78百万円増加し、387億86百万円となりました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月10日に発表いたしました平成25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。   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ２百万円増加しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,790 8,589 

受取手形及び売掛金 31,368 30,825 

有価証券 3,702 3,701 

商品及び製品 7,269 7,489 

仕掛品 2,676 2,830 

原材料及び貯蔵品 6,853 6,532 

繰延税金資産 561 416 

その他 942 1,411 

貸倒引当金 △23 △27 

流動資産合計 63,141 61,770 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,106 17,126 

機械装置及び運搬具（純額） 4,846 4,991 

土地 10,021 10,024 

その他（純額） 801 760 

有形固定資産合計 32,777 32,902 

無形固定資産   

のれん 317 291 

その他 479 486 

無形固定資産合計 797 777 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,010 6,920 

繰延税金資産 743 772 

その他 1,230 1,210 

貸倒引当金 △211 △213 

投資その他の資産合計 9,773 8,690 

固定資産合計 43,347 42,370 

資産合計 106,489 104,141 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,575 15,692 

短期借入金 24,371 24,441 

1年内償還予定の社債 100 100 

未払法人税等 842 267 

賞与引当金 1,089 593 

その他の引当金 147 157 

その他 4,081 4,996 

流動負債合計 48,207 46,249 

固定負債   

社債 2,400 2,400 

長期借入金 4,423 4,283 

退職給付引当金 5,773 5,866 

その他の引当金 954 792 

負ののれん 418 375 

資産除去債務 157 157 

その他 5,546 5,230 

固定負債合計 19,673 19,105 

負債合計 67,881 65,355 

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 25,603 26,168 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 33,943 34,508 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 561 △105 

為替換算調整勘定 △352 △166 

その他の包括利益累計額合計 209 △271 

少数株主持分 4,454 4,549 

純資産合計 38,608 38,786 

負債純資産合計 106,489 104,141 



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 25,164 24,063 

売上原価 20,484 19,563 

売上総利益 4,680 4,499 

販売費及び一般管理費 3,033 3,181 

営業利益 1,646 1,318 

営業外収益   

受取利息 8 5 

受取配当金 96 65 

負ののれん償却額 42 42 

持分法による投資利益 5 6 

その他 62 64 

営業外収益合計 215 184 

営業外費用   

支払利息 139 105 

その他 49 32 

営業外費用合計 188 138 

経常利益 1,673 1,364 

特別利益   

固定資産売却益 7 16 

特別利益合計 7 16 

特別損失   

固定資産処分損 4 4 

投資有価証券評価損 0 30 

減損損失 0 27 

災害による損失 211 － 

その他 0 0 

特別損失合計 216 63 

税金等調整前四半期純利益 1,464 1,318 

法人税、住民税及び事業税 17 223 

法人税等調整額 529 158 

法人税等合計 546 381 

少数株主損益調整前四半期純利益 918 936 

少数株主利益 56 135 

四半期純利益 862 800 



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 918 936 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △342 △687 

繰延ヘッジ損益 0 － 

為替換算調整勘定 128 254 

持分法適用会社に対する持分相当額 6 16 

その他の包括利益合計 △207 △417 

四半期包括利益 711 519 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 647 327 

少数株主に係る四半期包括利益 64 192 



 該当事項はありません。   

    

 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23年４月１日 至 平成23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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（単位：百万円）

       

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  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

  
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  17,990  5,425  647  24,063 －  24,063

セグメント利益（営業利益）  1,292  50  302  1,645  △326  1,318


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 品川リフラクトリーズ㈱（5351）　平成25年３月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


