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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 10,441 △4.3 770 2.8 825 4.1 380 △17.9
24年３月期第２四半期 10,915 8.8 749 21.1 793 22.2 463 36.8

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 302百万円(△19.7％) 24年３月期第２四半期 376百万円( 831.5％)

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２四半期 16.98 ―
24年３月期第２四半期 20.69 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 22,013 15,535 70.6
24年３月期 21,819 15,345 70.3

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 15,535百万円 24年３月期 15,345百万円

２．配当の状況

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年３月期 ― 5.00

25年３月期(予想) ― 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 20,800 △4.2 1,200 △22.9 1,280 △21.4 770 △14.0 34.35

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

(注)詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 25,587,421株 24年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,172,678株 24年３月期 3,171,546株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 22,415,565株 24年３月期２Ｑ 22,419,115株

※ 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。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により、ゆるやかな回

復傾向にあったものの、電力の供給不安や長引く円高の影響など、依然として厳しい状況が続きまし

た。また世界経済は、長期化する欧州債務危機、中国経済の減速など、景気の先行きは不透明な状況で

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積極的な受注活動を展開いたしましたが、当第２四半

期連結累計期間の売上高は104億41百万円となり、前年同四半期に比べ４億73百万円の減収となりまし

た。 

損益面におきましては、コストの削減に努めた結果、営業利益は７億70百万円と前年同四半期に比べ

21百万円増加し、経常利益は８億25百万円と前年同四半期に比べ32百万円の増加となりました。 

四半期純利益につきましては、３億80百万円と前年同四半期に比べ83百万円の減少となりました。 

  

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２四半期連結累計期間の売上高は89億20百万円となり、前年同四

半期に比べ３億57百万円の減収、セグメント利益は12億56百万円となり、前年同四半期に比べ28百万円

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２四半期連結累計期間の売上高は15億21百万円となり、

前年同四半期に比べ１億15百万円の減収、セグメント利益は１億98百万円となり、前年同四半期に比べ

９百万円の増加となりました。 

  

①財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間の資産合計は、220億13百万円であり、前連結会計年度に比べ１億94百万

円増加しました。これは主として、投資有価証券の減少３億32百万円があるものの、現金及び預金の増

加４億53百万円、受取手形及び売掛金の増加87百万円等によるものであります。  

 当第２四半期連結会計期間の負債合計は、64億78百万円であり、前連結会計年度に比べ4百万円増加

しました。これは主として、１年内返済予定の長期借入金の減少３億円があるものの、支払手形及び買

掛金の増加４億２百万円によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間の純資産合計は、155億35百万円であり、前連結会計年度に比べ１億89百

万円増加しました。これは主として、その他有価証券評価差額金の減少１億５百万円があるものの、利

益剰余金の増加２億68百万円等によるものであります。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間の自己資本比率は70.6％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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②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は15億71百万円となり、前第２四半

期連結会計期間末より５億56百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は10億39百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間は１億５百万円の資金の使用）。これは主に、法人税等の支払額４億22百万

円、売上債権の増加額79百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前四半期純利益６億91百万

円、仕入債務の増加額４億37百万円等の増加要因によるものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての獲得した資金の増加は、売上債権の増加額が減少したことが

主な要因であります。  

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は２億16百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間比34百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出２億11百

万円によるものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての使用した資金の増加は、有形固定資産の売却による収入が減

少したことが主な要因であります。  

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は３億73百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間比１億59百万円の増加）。これは主に、長期借入金の返済による支出３億

円、配当金の支払額１億12百万円によるものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての使用した資金の増加は、長期借入金の返済による支出が増加

したことが主な要因であります。  

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高並びに営業利益、経常利益、当期純利益の各段階で予定

を上回る進捗で推移しておりますが、先行きの市況・経済環境を総合的に判断し、平成25年３月期の連

結業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表した通期の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。 

  

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の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２四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11,602千円増加しております。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）連結業績予想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

（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,118,157 1,571,658

受取手形及び売掛金 9,801,906 9,889,765

製品 2,147,525 2,152,996

仕掛品 357,122 393,950

原材料及び貯蔵品 1,565,994 1,556,508

その他 287,357 270,872

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,276,263 15,833,952

固定資産   

有形固定資産 4,453,284 4,402,888

無形固定資産 55,917 55,124

投資その他の資産   

投資有価証券 1,915,363 1,583,061

その他 175,428 183,663

貸倒引当金 △57,076 △45,288

投資その他の資産合計 2,033,715 1,721,436

固定資産合計 6,542,916 6,179,449

資産合計 21,819,180 22,013,401
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,320,655 2,723,283

短期借入金 550,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 －

未払法人税等 451,765 345,849

役員賞与引当金 22,400 11,160

その他 1,372,048 1,453,174

流動負債合計 5,016,869 5,133,467

固定負債   

退職給付引当金 1,055,019 1,074,740

その他 402,080 270,059

固定負債合計 1,457,099 1,344,799

負債合計 6,473,969 6,478,267

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 11,139,933 11,408,531

自己株式 △558,070 △558,402

株主資本合計 14,986,849 15,255,115

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 387,595 282,571

為替換算調整勘定 △29,233 △2,552

その他の包括利益累計額合計 358,361 280,019

純資産合計 15,345,211 15,535,134

負債純資産合計 21,819,180 22,013,401
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,915,151 10,441,844

売上原価 9,078,307 8,596,294

売上総利益 1,836,843 1,845,550

販売費及び一般管理費 1,087,077 1,074,711

営業利益 749,765 770,839

営業外収益   

受取利息 3,806 3,314

受取配当金 27,034 27,465

不動産賃貸料 13,677 13,258

その他 10,279 17,467

営業外収益合計 54,798 61,506

営業外費用   

支払利息 5,283 5,122

デリバティブ評価損 5,262 －

その他 981 1,765

営業外費用合計 11,527 6,887

経常利益 793,037 825,457

特別利益   

固定資産売却益 81,792 －

投資有価証券売却益 405 －

特別利益合計 82,197 －

特別損失   

固定資産除却損 4,399 347

投資有価証券評価損 － 133,978

退職給付制度終了損 78,527 －

特別損失合計 82,927 134,325

税金等調整前四半期純利益 792,307 691,131

法人税、住民税及び事業税 377,000 331,000

法人税等調整額 △48,519 △20,545

法人税等合計 328,480 310,454

少数株主損益調整前四半期純利益 463,827 380,677

少数株主利益 － －

四半期純利益 463,827 380,677
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 463,827 380,677

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △94,320 △105,023

為替換算調整勘定 7,041 26,680

その他の包括利益合計 △87,278 △78,342

四半期包括利益 376,548 302,334

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 376,548 302,334

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 792,307 691,131

減価償却費 324,243 298,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,954 △13,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,345 19,720

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,240 △11,240

受取利息及び受取配当金 △30,841 △30,779

支払利息 5,283 5,122

固定資産売却損益（△は益） △81,792 －

固定資産除却損 4,399 347

投資有価証券売却損益（△は益） △405 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 133,978

売上債権の増減額（△は増加） △886,568 △79,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,993 △21,845

仕入債務の増減額（△は減少） 125,346 437,440

その他 139,843 7,170

小計 271,884 1,436,303

利息及び配当金の受取額 30,785 30,779

利息の支払額 △5,283 △5,122

法人税等の支払額 △402,556 △422,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,169 1,039,520

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 108,428 －

有形固定資産の取得による支出 △287,232 △211,700

無形固定資産の取得による支出 △920 －

投資有価証券の取得による支出 △4,605 △4,762

投資有価証券の売却による収入 500 －

会員権の売却による収入 2,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,829 △216,463

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 50,000

長期借入金の返済による支出 － △300,000

自己株式の取得による支出 △827 △331

配当金の支払額 △111,946 △112,535

その他 △1,616 △10,543

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,390 △373,410

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,841 3,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △505,231 453,501

現金及び現金同等物の期首残高 1,520,561 1,118,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,015,330 1,571,658
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  該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

(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 9,278,066 1,637,085 10,915,151

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 9,278,066 1,637,085 10,915,151

セグメント利益 1,228,176 189,241 1,417,417

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,417,417

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △667,651

四半期連結損益計算書の営業利益 749,765
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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。 

  

  

(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 8,920,558 1,521,286 10,441,844

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 8,920,558 1,521,286 10,441,844

セグメント利益 1,256,774 198,356 1,455,130

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,455,130

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △684,291

四半期連結損益計算書の営業利益 770,839

（６）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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