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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）

(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 ％

25年3月期第2四半期 9,004 △10.1 429 △53.4 370 △56.2 △169 ―
24年3月期第2四半期 10,012 5.3 920 23.9 847 43.9 506 25.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △504百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 222百万円 （―％）

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2四半期 △3.79 ―
24年3月期第2四半期 11.27 ―

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2四半期 30,432 22,117 65.3 445.28
24年3月期 31,559 22,745 64.5 453.26
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 19,876百万円 24年3月期 20,370百万円

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

24年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
25年3月期 ― 1.00
25年3月期（予想） ― 1.00 2.00

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）
（％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 17,500 △10.1 650 △54.1 650 △59.4 50 △94.5 1.12



(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 ： 有
（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 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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）

※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
半期報告書のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記述されている業績見通し等に関する記述は、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。なお、業績予想に関する事項は添付資料2ページをご参照ください。

※  注記事項

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 ： 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 ： 無
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2Q 45,477,000 株 24年3月期 45,477,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 839,031 株 24年3月期 536,132 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 44,875,562 株 24年3月期2Q 44,948,589 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

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の遅れや、欧州諸国の財政危機・金

融不安に加え、牽引役だった中国の経済成長にも陰りが見え始めてきました。継続する円高・株安と先行き不透明

な中、今後も当社を取り巻く環境は依然厳しいことが予想されます。

このような状況のもと、当社グループは売上増強および収益向上を第一に取り組んでまいりました結果、当第２

四半期連結累計期間においては、次のとおりの経営成績となりました。

売上高は90億4百万円（前年同期比10.1％減）、利益面では、営業利益は4億29百万円（前年同期比53.4％減）、

経常利益は3億70百万円（前年同期比56.2％減）、四半期純損益は1億69百万円の純損失（前年同期は5億6百万円の

純利益）となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

①日本

国内の売上高は68億89百万円（前年同期比13.4％減）となりました。また、営業利益は4億19百万円（前年同期比

52.2％減）となりました。

②北米

北米の売上高は8億21百万円（前年同期比12.5％増）となりました。また、営業損益は15百万円の損失（前年同期

は15百万円の損失）となりました。

③ヨーロッパ

ヨーロッパの売上高は7億68百万円（前年同期比5.3％減）となりました。また、営業利益は45百万円（前年同期

比7.4％増）となりました。

④アジア

アジアの売上高は2億52百万円（前年同期比9.8％減）となりました。また、営業利益は50百万円（前年同期比

27.3％減）となりました。

⑤その他

その他の売上高は2億72百万円（前年同期比14.0％増）となりました。また、営業利益は57百万円（前年同期比

17.0％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、82百万円減少し、172億43百万円となりました。

その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少（2億80百万円）及び現金及び預金の増加（1億26百万円）によるもの

であります。

（固定資産）

固定資産の残高は前連結会計年度末に比べ、10億44百万円減少し、131億89百万円となりました。

その主な要因は、投資有価証券の減少（10億37百万円）によるものであります。

（負債）

負債の残高は前連結会計年度末に比べ、4億98百万円減少し、83億14百万円となりました。

その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（2億61百万円）及び未払法人税等の減少（1億86百万円）によるもの

であります。

（純資産）

純資産の残高は前連結会計年度末に比べ、6億28百万円減少し、221億17百万円となりました。

その主な要因は、利益剰余金の減少（2億14百万円）及びその他有価証券評価差額金の減少（2億21百万円）による

ものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年８月10日に公表いたしました連結業績予想につきましては、本日（平成24年11月14日）に公表の「平成

25年３月期第２四半期投資有価証券評価損及び業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。

詳細は同資料をご参照ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、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、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。

この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 4,398,304 4,524,503

受取手形及び売掛金 6,646,333 6,366,012

製品及び外注品 2,766,096 2,729,273

仕掛品 1,241,117 1,337,310

原材料及び貯蔵品 2,014,156 1,834,621

その他 290,693 480,519

貸倒引当金 △31,203 △29,124

流動資産合計 17,325,498 17,243,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,143,614 2,088,352

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,497,837 1,384,691

土地 4,848,912 4,844,541

その他（純額） 270,354 392,451

有形固定資産合計 8,760,719 8,710,036

無形固定資産 78,388 74,189

投資その他の資産

投資有価証券 5,125,761 4,088,248

その他 349,480 397,431

貸倒引当金 △80,845 △80,845

投資その他の資産合計 5,394,396 4,404,834

固定資産合計 14,233,503 13,189,060

資産合計 31,559,002 30,432,176
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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 1,364,291 1,102,350

短期借入金 4,422,309 4,362,337

未払法人税等 301,841 115,472

賞与引当金 338,248 345,375

その他 590,610 608,090

流動負債合計 7,017,301 6,533,626

固定負債

退職給付引当金 1,072,145 1,089,431

役員退職慰労引当金 604,466 618,555

その他 119,588 73,090

固定負債合計 1,796,200 1,781,077

負債合計 8,813,502 8,314,704

純資産の部

株主資本

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 15,239,316 15,024,408

自己株式 △114,382 △161,677

株主資本合計 19,985,617 19,723,414

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 460,519 239,490

為替換算調整勘定 △76,110 △86,461

その他の包括利益累計額合計 384,409 153,029

少数株主持分 2,375,472 2,241,028

純資産合計 22,745,500 22,117,472

負債純資産合計 31,559,002 30,432,176
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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 10,012,440 9,004,611

売上原価 7,489,560 6,925,591

売上総利益 2,522,880 2,079,020

販売費及び一般管理費 1,602,568 1,649,777

営業利益 920,311 429,243

営業外収益

受取利息 2,249 1,509

受取配当金 70,141 54,946

不動産賃貸料 34,265 35,202

その他 27,695 16,068

営業外収益合計 134,350 107,728

営業外費用

支払利息 21,984 15,060

為替差損 180,955 148,536

その他 4,485 2,406

営業外費用合計 207,424 166,004

経常利益 847,237 370,967

特別利益

固定資産売却益 1,056 1,830

投資有価証券売却益 7,450 －

負ののれん発生益 － 4,638

特別利益合計 8,507 6,468

特別損失

固定資産売却損 38 －

固定資産除却損 2,368 692

投資有価証券評価損 442 703,240

特別損失合計 2,848 703,932

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

852,896 △326,496

法人税等 335,780 △58,477

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

517,116 △268,019

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,631 △98,052

四半期純利益又は四半期純損失（△） 506,484 △169,966
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

517,116 △268,019

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △308,358 △221,962

為替換算調整勘定 14,223 △14,211

その他の包括利益合計 △294,134 △236,174

四半期包括利益 222,981 △504,194

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 201,153 △401,347

少数株主に係る四半期包括利益 21,827 △102,846

（株）ＴＹＫ（東京窯業株式会社）（5363）　平成25年3月期 第２四半期決算短信

7



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

852,896 △326,496

減価償却費 436,736 349,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,022 △63

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,720 7,478

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,087 19,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,599 14,089

受取利息及び受取配当金 △72,390 △56,456

支払利息 21,984 15,060

為替差損益（△は益） 11,402 2,041

投資有価証券売却損益（△は益） △7,450 －

投資有価証券評価損益（△は益） 442 703,240

有形固定資産除却損 2,368 692

有形固定資産売却損益（△は益） △1,018 △1,830

売上債権の増減額（△は増加） △13,195 217,218

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,220 55,780

仕入債務の増減額（△は減少） △116,936 △140,832

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,748 △81,289

その他 206,654 84,511

小計 1,257,735 862,269

利息及び配当金の受取額 72,390 56,489

利息の支払額 △21,984 △15,060

法人税等の支払額 △555,889 △273,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 752,251 630,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 9,871 －

定期預金の預入による支出 △108,215 △147,306

有形固定資産の売却による収入 1,229 2,572

有形固定資産の取得による支出 △226,991 △305,652

投資有価証券の売却による収入 17,504 －

投資有価証券の取得による支出 △8,822 △8,645

子会社株式の取得による支出 － △27,000

貸付金の回収による収入 60 6,960

その他 △25,323 15,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,688 △463,245

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） △111,733 △51,080

自己株式の取得による支出 △1,134 △47,295

配当金の支払額 △44,771 △44,741

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,638 △143,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,300 △38,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 205,623 △14,667

現金及び現金同等物の期首残高 3,437,242 3,941,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,642,866 3,927,059
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該当事項はありません。

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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連製品、窯業機械

器具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売

上高
7,951,765 730,250 811,144 279,839 9,772,999 239,441 10,012,440

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

836,759 5,457 59,412 11,659 913,288 479,381 1,392,670

計 8,788,525 735,708 870,556 291,498 10,686,288 718,822 11,405,111

セグメント利益又

は損失（△）
879,085 △15,540 42,332 69,626 975,504 68,964 1,044,468

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 975,504

「その他」の区分の利益 68,964

全社費用（注） △180,992

セグメント間取引消去 56,835

四半期連結損益計算書の営業利益 920,311
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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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連製品、窯業機械

器具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

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。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

連結子会社株式の追加取得により発生した負ののれん発生益は、「日本」セグメントにおいて2,987

千円、「ヨーロッパ」セグメントにおいて1,013千円、「アジア」セグメントにおいて207千円、「その

他」セグメントにおいて430千円であります。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売

上高
6,889,308 821,331 768,524 252,483 8,731,647 272,964 9,004,611

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

870,343 1,121 62,406 3,080 936,952 407,372 1,344,324

計 7,759,651 822,453 830,930 255,563 9,668,599 680,336 10,348,936

セグメント利益又

は損失（△）
419,909 △15,776 45,465 50,644 500,242 57,229 557,471

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 500,242

「その他」の区分の利益 57,229

全社費用（注） △180,744

セグメント間取引消去 52,515

四半期連結損益計算書の営業利益 429,243
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