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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 48,895 △2.5 1,068 △42.2 1,186 △21.9 841 △5.6
25年3月期第2四半期 50,149 2.3 1,847 10.9 1,519 34.5 891 △34.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 860百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △376百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 9.98 ―
25年3月期第2四半期 10.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 94,857 39,324 37.9
25年3月期 97,924 38,667 35.9
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  35,959百万円 25年3月期  35,145百万円

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  ：  有  
 

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

25年3月期 ― 2.50 ― 1.00 3.50
26年3月期 ― 2.00
26年3月期（予想） ― 3.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 97,860 0.5 2,810 19.1 2,710 11.7 1,750 27.4 20.74



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 91,145,280 株 25年3月期 91,145,280 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 6,757,547 株 25年3月期 6,746,798 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 84,393,457 株 25年3月期2Q 84,405,319 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第２四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、建設用鋼材を中心とした需要の伸びに伴い、前年同四半期連結累計期間に比べ1.9％増の5,5

79万トンとなりました。 

当社グループでは、大型建設用案件向けの耐火物の売上が前年同四半期連結累計期間に比べさら

に減少したことから、当第２四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.

5％減収の488億95百万円となりました。 

また、損益については、売上高減少の影響とともに、円安の進行に伴う原材料価格上昇等の影響

を受けたことから、当第２四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42.

2％減益の10億68百万円、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ21.9％減益の11億86百万

円となりました。四半期純利益は、特別利益として投資有価証券売却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5.6％減益にとどまり、８億41百万円となりました。 

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10円57銭から９円98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］ 

大型建設用案件向けの耐火物の売上減少により、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2.9％減収の393億55百万円となりました。また、売上高減少の影響とともに、円安

の進行に伴う原材料価格上昇等の影響を受けたことから、セグメント利益は、前年同四半期連結

累計期間に比べ71.2％減益の３億99百万円となりました。 

［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1.7％減収の62億74百万円とな

りました。工事案件の利益率の低下より、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ

27.3％減益の２億80百万円となりました。 

［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が持ち直したことにより収益が好転し、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1.0％増収の24億59百万円、セグ

メント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ532.2％増益の１億27百万円となりました。 

［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10.1％増収の４億97百万円、セグメ

ント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ10.9％増益の２億14百万円となりました。 
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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8.8％減収の３億８百

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459.7％増益の16百万円となりまし

た。 

 

(2)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

       これまで未定としていた平成26年３月期通期の連結業績予想を、本日（平成25年11月７日）公表

しています。詳細は、本日公表の「平成26年３月期通期連結業績予想及び期末配当予想に関するお

知らせ」をご覧ください。 

       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。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,842 3,298

受取手形及び売掛金 25,286 24,049

商品及び製品 8,346 8,085

仕掛品 2,371 2,566

原材料及び貯蔵品 5,608 5,024

繰延税金資産 924 987

その他 2,532 2,058

貸倒引当金 △29 △28

流動資産合計 47,881 46,042

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,908 38,221

減価償却累計額 △26,256 △26,817

建物及び構築物（純額） 11,652 11,404

機械装置及び運搬具 55,933 56,190

減価償却累計額 △47,410 △48,077

機械装置及び運搬具（純額） 8,522 8,113

工具、器具及び備品 4,548 4,599

減価償却累計額 △3,722 △3,824

工具、器具及び備品（純額） 825 775

土地 7,700 7,768

建設仮勘定 820 1,061

有形固定資産合計 29,522 29,122

無形固定資産   

のれん 7,450 6,545

その他 911 892

無形固定資産合計 8,361 7,437

投資その他の資産   

投資有価証券 7,973 7,782

長期貸付金 135 79

繰延税金資産 481 429

その他 3,607 4,007

貸倒引当金 △51 △50

投資その他の資産合計 12,146 12,247

固定資産合計 50,030 48,807

繰延資産   

社債発行費 12 7

繰延資産合計 12 7

資産合計 97,924 94,857
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,952 14,703

短期借入金 5,493 5,332

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 203 551

賞与引当金 1,688 1,865

工事損失引当金 26 23

その他 5,739 4,502

流動負債合計 30,103 36,978

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 12,744 12,782

繰延税金負債 1,156 1,206

退職給付引当金 638 597

役員退職慰労引当金 541 469

製品保証引当金 5 5

負ののれん 353 302

資産除去債務 25 25

その他 3,687 3,164

固定負債合計 29,153 18,554

負債合計 59,257 55,533

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 26,484 27,238

自己株式 △1,566 △1,568

株主資本合計 35,595 36,346

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,104 1,114

繰延ヘッジ損益 － △3

為替換算調整勘定 △1,554 △1,497

その他の包括利益累計額合計 △449 △386

少数株主持分 3,522 3,364

純資産合計 38,667 39,324

負債純資産合計 97,924 94,857
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 50,149 48,895

売上原価 41,213 41,101

売上総利益 8,936 7,793

販売費及び一般管理費 7,088 6,725

営業利益 1,847 1,068

営業外収益   

受取利息 9 13

受取配当金 51 102

負ののれん償却額 50 50

助成金収入 77 6

為替差益 － 338

持分法による投資利益 20 －

その他 101 166

営業外収益合計 311 678

営業外費用   

支払利息 334 368

為替差損 101 －

持分法による投資損失 － 28

その他 204 162

営業外費用合計 640 560

経常利益 1,519 1,186

特別利益   

固定資産売却益 25 2

投資有価証券売却益 － 116

その他 5 23

特別利益合計 30 141

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 48 33

投資有価証券評価損 36 －

退職特別加算金 18 －

その他 0 3

特別損失合計 105 37

税金等調整前四半期純利益 1,444 1,290

法人税、住民税及び事業税 226 379

法人税等調整額 227 48

法人税等合計 454 427

少数株主損益調整前四半期純利益 990 862

少数株主利益 98 20

四半期純利益 891 841
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 990 862

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △325 10

繰延ヘッジ損益 △2 △3

為替換算調整勘定 △1,042 △74

持分法適用会社に対する持分相当額 3 65

その他の包括利益合計 △1,366 △1

四半期包括利益 △376 860

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △296 904

少数株主に係る四半期包括利益 △79 △44
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

   （継続企業の前提に関する注記） 

    該当事項はありません。 

 

     （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。 

 

― 8 ―

黒崎播磨㈱ (5352) 平成26年３月期 第２四半期決算短信


	sum
	バインダ1
	P5010000_【短】定性的情報
	xbrlHtmlPr
	P5050A00_【短】連結財務諸表注記




