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

25年3月期第3四半期 74,223 △2.6 2,510 △26.2 2,413 △7.6 1,326 △38.0
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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,543百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,669百万円 （―％）

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3四半期 15.71 ―
24年3月期第3四半期 25.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 94,656 36,447 35.1
24年3月期 96,309 35,651 33.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  33,246百万円 24年3月期  32,472百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 2.50 ―
25年3月期（予想） 2.50 5.00

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  ：  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 104,550 1.5 3,220 △21.9 3,170 △2.9 1,660 △22.8 19.67



(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）  ：  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」（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動をご覧ください。 

(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の見直しを行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しています。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、当社として
その実現を約束する趣旨のものではありません。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
３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」（２）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 九州耐火煉瓦株式会社

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   ：  有
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3Q 91,145,280 株 24年3月期 91,145,280 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 6,744,853 株 24年3月期 6,736,986 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 84,403,979 株 24年3月期3Q 84,415,881 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1.0％増の8,066万8千トンとなりました。 

当社グループでは、前年同四半期連結累計期間に大型建設用案件の耐火物の売上計上があったこ

との反動から、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2.6％減

収の742億23百万円となりました。 

また、損益については、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26.2％減益の25億10百万円、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ7.6％減益の24億1

3百万円となりました。四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間においては特別利益として事

業譲渡益の計上があったことから、前年同四半期連結累計期間に比べ38.0％減益の13億26百万円と

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25円36銭から15円71銭と

なりました。 

 

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］ 

前年同四半期連結累計期間に大型建設用案件の耐火物の売上計上があったことの反動から、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3.4％減収の599億30百万円、セグメント

利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ34.6％減益の18億85百万円となりました。 

［ファーネス事業］ 

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5.2％増収の95億20百万円とな

りました。売上高の増加及び工事案件の利益率改善により、セグメント利益は、前年同四半期連

結累計期間に比べ159.0％増益の５億34百万円となりました。 

［セラミックス事業］ 

主力ユーザーである半導体製造装置業界の市場環境の悪化により収益が悪化し、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6.0％減収の36億13百万円、セグメント損失

は28百万円（前年同四半期連結累計期間は１億98百万円のセグメント利益）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６億79百万円、セグメ

ント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ38.4％増益の２億91百万円となりました。 
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［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17.6％減収の４億79百

万円、セグメント損失は３百万円（前年同四半期連結累計期間は３百万円のセグメント利益）と

なりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

       平成24年５月９日に公表した通期の連結業績予想については、現時点では変更はありません。 

       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、業績予想値が大きく変動する可

能性があります。 

 

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 

       第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった九州耐火煉瓦株式会社は、平成24年７月

１日付で当社を存続会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しています。 

 

(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 

（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） 

１．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、法人

税法の規定に基づく減価償却方法を採用している有形固定資産のうち、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方法に変更して

います。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四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９百万円増加しています。 

２．当社は建物（不動産事業に係る建物を除く。）の減価償却方法につきまして、従来、定率

法によっていましたが、第１四半期連結会計期間より、定額法によっています。 

この変更は、従来主に製造設備と一体と考えて投資してきた建物について、当連結会計年

度の本社屋の改装・厚生棟等の建設を契機に減価償却方法を検討した結果、建物本体は、収

益や設備の稼働状況に左右されず、長期的・安定的に使用され、利用による便益が平均的に

発現するものと考えられるため、定額法による減価償却方法を採用する方が会社の経済的実

態をより適切に反映させることができると判断したためです。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四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106百万円増加しています。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,655 2,148

受取手形及び売掛金 27,141 25,346

商品及び製品 8,243 7,858

仕掛品 2,496 2,385

原材料及び貯蔵品 5,639 5,880

繰延税金資産 1,278 800

その他 1,834 2,447

貸倒引当金 △22 △25

流動資産合計 49,265 46,841

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 36,696 36,885

減価償却累計額 △25,842 △26,113

建物及び構築物（純額） 10,854 10,772

機械装置及び運搬具 54,349 54,554

減価償却累計額 △46,488 △46,483

機械装置及び運搬具（純額） 7,860 8,070

工具、器具及び備品 4,402 4,432

減価償却累計額 △3,559 △3,610

工具、器具及び備品（純額） 842 822

土地 7,614 7,599

建設仮勘定 839 1,371

有形固定資産合計 28,010 28,636

無形固定資産   

のれん 7,286 6,869

その他 931 857

無形固定資産合計 8,218 7,727

投資その他の資産   

投資有価証券 7,225 7,594

長期貸付金 235 134

繰延税金資産 473 443

その他 2,906 3,307

貸倒引当金 △48 △43

投資その他の資産合計 10,791 11,436

固定資産合計 47,020 47,799

繰延資産   

社債発行費 22 14

繰延資産合計 22 14

資産合計 96,309 94,656
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,861 17,202

短期借入金 6,328 8,019

未払法人税等 1,052 158

賞与引当金 2,206 1,113

工事損失引当金 － 13

その他 5,237 5,819

流動負債合計 33,685 32,327

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 10,234 10,011

繰延税金負債 796 1,058

退職給付引当金 914 645

役員退職慰労引当金 592 520

製品保証引当金 6 5

負ののれん 455 379

資産除去債務 25 25

その他 3,945 3,235

固定負債合計 26,971 25,881

負債合計 60,657 58,208

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 25,757 26,438

自己株式 △1,564 △1,565

株主資本合計 34,869 35,549

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 705 933

繰延ヘッジ損益 2 68

為替換算調整勘定 △3,105 △3,304

その他の包括利益累計額合計 △2,397 △2,303

少数株主持分 3,179 3,201

純資産合計 35,651 36,447

負債純資産合計 96,309 94,656
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 76,216 74,223

売上原価 62,366 61,142

売上総利益 13,850 13,080

販売費及び一般管理費 10,446 10,570

営業利益 3,403 2,510

営業外収益   

受取利息 22 12

受取配当金 100 78

負ののれん償却額 147 76

助成金収入 0 113

持分法による投資利益 23 29

為替差益 － 217

その他 169 157

営業外収益合計 464 685

営業外費用   

支払利息 434 499

為替差損 512 －

その他 309 282

営業外費用合計 1,256 781

経常利益 2,611 2,413

特別利益   

固定資産売却益 1 25

事業譲渡益 1,011 －

関係会社整理益 － 19

その他 100 6

特別利益合計 1,112 51

特別損失   

固定資産除却損 20 103

固定資産売却損 2 3

投資有価証券評価損 25 17

退職特別加算金 0 18

その他 4 3

特別損失合計 52 147

税金等調整前四半期純利益 3,671 2,318

法人税、住民税及び事業税 789 225

法人税等調整額 548 605

法人税等合計 1,338 830

少数株主損益調整前四半期純利益 2,333 1,487

少数株主利益 192 161

四半期純利益 2,140 1,326
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,333 1,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,099 228

繰延ヘッジ損益 △245 65

為替換算調整勘定 △2,650 △239

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 0

その他の包括利益合計 △4,003 55

四半期包括利益 △1,669 1,543

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,398 1,420

少数株主に係る四半期包括利益 △271 122
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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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