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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 9,471 5.2 495 15.4 775 109.1 509 ―
25年3月期第2四半期 9,004 △10.1 429 △53.4 370 △56.2 △169 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 951百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △504百万円 （―％）

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 11.42 ―
25年3月期第2四半期 △3.79 ―

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

26年3月期第2四半期 33,879 24,437 65.3 495.52
25年3月期 32,254 23,534 65.8 475.45
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 22,116百万円 25年3月期 21,221百万円

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

25年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
26年3月期 ― 1.00
26年3月期（予想） ― 1.00 2.00

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 19,000 6.3 750 65.2 1,050 6.0 750 23.8 16.80



(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

(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
半期決算報告書のレビュー手続き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 ： 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 45,477,000 株 25年3月期 45,477,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 843,625 株 25年3月期 842,146 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 44,633,942 株 25年3月期2Q 44,875,562 株
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（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けるわが国経済は、個人消費は持ち直しているほか、企業収益は改善し、設備投

資は下げ止まりつつあるなど、景気は着実に持ち直しているものの、依然として先行き不透明な状態が続いており

ます。

このような状況のもと、当社グループは売上増強及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 百万円（前年同期比5.2％増）、利益面では、営業利益は 百万円（前年同期比15.4％増）、

経常利益は 百万円（前年同期比109.1％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期は1億69百万円の純損失）

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66億38百万円（前年同期比3.6％減）となりました。また、営業利益は4億33百万円（前年同期比

3.2％増）となりました。

②北米

北米の売上高は12億22百万円（前年同期比48.9％増）となりました。また、営業損益は3百万円の損失（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10億2百万円（前年同期比30.4％増）となりました。また、営業利益は1億6百万円（前年同

期比133.9％増）となりました。

④アジア

アジアの売上高は3億14百万円（前年同期比24.5％増）となりました。また、営業利益は66百万円（前年同期比

31.5％増）となりました。

⑤その他

その他の売上高は2億93百万円（前年同期比7.4％増）となりました。また、営業利益は77百万円（前年同期比

35.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、9億13百万円増加し、 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増加（4億6百万円）、現金及び預金の増加（8億21百万円）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、7億11百万円増加し、 百万円となりました。

その主な要因は、投資有価証券の増加（6億36百万円）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、7億22百万円増加し、 百万円となりました。

その主な要因は、繰延税金負債の増加（2億20百万円）及び未払法人税等の増加（1億67百万円）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、9億2百万円増加し、 百万円となりました。

その主な要因は、利益剰余金の増加（4億65百万円）及びその他有価証券評価差額金の増加（4億6百万円）による

ものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年5月17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25年11月13日）に公表の「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

94億71 4億95

7億75 5億9

184億11

154億68

94億42

244億37
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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

該当事項はありません。

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 5,186,651 6,008,442

受取手形及び売掛金 5,998,410 6,404,682

製品及び外注品 2,844,889 2,703,690

仕掛品 1,370,272 1,309,551

原材料及び貯蔵品 1,831,785 1,710,362

その他 297,003 304,414

貸倒引当金 △31,524 △29,985

流動資産合計 17,497,489 18,411,158

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,050,318 2,037,887

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,281,094 1,624,830

土地 4,868,232 4,808,061

その他（純額） 554,303 360,023

有形固定資産合計 8,753,949 8,830,803

無形固定資産 51,772 50,747

投資その他の資産

投資有価証券 5,703,138 6,339,710

その他 329,188 331,939

貸倒引当金 △80,985 △84,434

投資その他の資産合計 5,951,341 6,587,215

固定資産合計 14,757,063 15,468,766

資産合計 32,254,553 33,879,925
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（単位：千円）

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 1,287,140 1,344,325

短期借入金 4,381,257 4,447,852

未払法人税等 97,521 264,932

賞与引当金 308,192 300,761

その他 570,900 731,936

流動負債合計 6,645,012 7,089,807

固定負債

繰延税金負債 236,105 456,784

退職給付引当金 1,139,673 1,183,630

役員退職慰労引当金 635,818 648,843

その他 63,132 63,100

固定負債合計 2,074,730 2,352,359

負債合計 8,719,742 9,442,166

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 15,756,445 16,221,715

自己株式 △162,184 △162,461

株主資本合計 20,454,944 20,919,938

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 832,362 1,238,560

繰延ヘッジ損益 △2,080 －

為替換算調整勘定 △63,703 △41,888

その他の包括利益累計額合計 766,579 1,196,672

少数株主持分 2,313,286 2,321,147

純資産合計 23,534,810 24,437,758

負債純資産合計 32,254,553 33,879,925
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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 9,004,611 9,471,084

売上原価 6,925,591 7,343,132

売上総利益 2,079,020 2,127,951

販売費及び一般管理費 1,649,777 1,632,656

営業利益 429,243 495,294

営業外収益

受取利息 1,509 2,578

受取配当金 54,946 51,275

為替差益 － 165,513

不動産賃貸料 35,202 37,809

その他 16,068 38,305

営業外収益合計 107,728 295,481

営業外費用

支払利息 15,060 13,556

為替差損 148,536 －

その他 2,406 1,432

営業外費用合計 166,004 14,989

経常利益 370,967 775,787

特別利益

固定資産売却益 1,830 1,212

負ののれん発生益 4,638 352

特別利益合計 6,468 1,565

特別損失

固定資産廃棄損 692 15,902

固定資産売却損 － 2,556

投資有価証券評価損 703,240 1,659

特別損失合計 703,932 20,117

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（△）

△326,496 757,234

法人税等 △58,477 239,299

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（△）

△268,019 517,935

少数株主利益又は少数株主損失（△） △98,052 8,030

四半期純利益又は四半期純損失（△） △169,966 509,904
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△268,019 517,935

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △221,962 407,027

繰延ヘッジ損益 － 2,080

為替換算調整勘定 △14,211 24,750

その他の包括利益合計 △236,174 433,857

四半期包括利益 △504,194 951,793

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △401,347 939,997

少数株主に係る四半期包括利益 △102,846 11,795
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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)

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（△）

△326,496 757,234

減価償却費 349,281 324,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 35

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,478 △7,885

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,845 41,127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,089 13,024

受取利息及び受取配当金 △56,456 △53,854

支払利息 15,060 13,556

為替差損益（△は益） 2,041 △8,727

投資有価証券評価損益（△は益） 703,240 1,659

有形固定資産売却損益（△は益） △1,830 1,343

有形固定資産廃棄損 692 15,902

売上債権の増減額（△は増加） 217,218 △309,694

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,780 395,658

仕入債務の増減額（△は減少） △140,832 △54,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △81,289 31,043

その他 84,511 △67,962

小計 862,269 1,092,457

利息及び配当金の受取額 56,489 53,887

利息の支払額 △15,060 △13,556

法人税等の支払額 △273,515 △76,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 630,182 1,055,974

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 － 30,002

定期預金の預入による支出 △147,306 △125,208

有形固定資産の売却による収入 2,572 65,422

有形固定資産の取得による支出 △305,652 △348,089

投資有価証券の取得による支出 △8,645 △8,813

子会社株式の取得による支出 △27,000 △470

貸付金の回収による収入 6,960 100

貸付けによる支出 － △3,000

その他 15,826 △2,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △463,245 △392,257

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） △51,080 49,139

自己株式の取得による支出 △47,295 △276

配当金の支払額 △44,741 △44,469

少数株主への配当金の支払額 － △3,621

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,117 772

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,487 55,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,667 719,639

現金及び現金同等物の期首残高 3,941,727 4,559,052

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,927,059 5,278,692
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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。

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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
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

セグメント間取引消去 52,515

全社費用（注） △180,744

四半期連結損益計算書の営業利益 429,243
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Ⅱ 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）

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。

（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
6,638,886 1,222,582 1,002,107 314,279 9,177,855 293,228 9,471,084

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,044,285 289 61,366 4,649 1,110,590 454,824 1,565,415

計 7,683,172 1,222,871 1,063,474 318,928 10,288,446 748,053 11,036,499

セグメント利益又

は損失（△）
433,240 △3,832 106,322 66,613 602,344 77,582 679,926

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 602,344

「その他」の区分の利益 77,582

セグメント間取引消去 △3,851

全社費用（注） △180,779

四半期連結損益計算書の営業利益 495,294
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