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

26年3月期第3四半期 6,344 5.4 148 ― 173 157.5 95 573.8
25年3月期第3四半期 6,017 △9.1 11 △95.7 67 △77.5 14 △84.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 232百万円 （593.9％） 25年3月期第3四半期 33百万円 （△44.7％）

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3四半期 9.16 ―
25年3月期第3四半期 1.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 11,294 6,977 56.4
25年3月期 11,261 6,794 55.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,369百万円 25年3月期 6,206百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 2.50 ―
26年3月期（予想） 2.50 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 ： 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 9,300 6.5 350 166.1 370 48.5 200 82.5 19.14



(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 

(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報告書の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 12,909,828 株 25年3月期 12,909,828 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,460,851 株 25年3月期 2,460,808 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 10,449,189 株 25年3月期3Q 10,257,862 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けるわが国経済は、デフレ脱却に向けた政府の各種政策によ

り、極端な円高の是正、株式市場の活況を背景に、景況感の改善が見られ、緩やかに回復しつ

つありますが、欧州・新興国の景気動向及び消費税増税後の景気減速懸念等で先行きは不透明

な状況となっております。 

当社グループを取り巻く経営環境は、主要顧客であるセメント業界においては、復興需要の

継続や公共投資の増加により景況が改善したことに加え、環境分野における受注好調により

「耐火物事業」は好調に推移しました。一方、「プラント事業」は当社の顧客である業界の設

備投資が依然として厳しい状況が続いており低迷が続きました。「建材及び舗装用材事業」は

公共投資の受注が堅調に推移し、大幅な改善を達成しました。 

このような状況のなか、当社グループは、事業環境の動向を常に把握し、変化に対応して継

続的に業績を改善できるよう、企業集団の連携を図りました。また、円高是正による原燃料価

格の高騰による影響を 小限にとどめるため、在庫の適正化をはじめ、トータルコストの削減

に努めました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高6,344百万円（前年同四

半期比5.4％増）、営業利益148百万円（前年同四半期比1,186.9％増）、経常利益173百万円

（前年同四半期比157.5％増）、四半期純利益95百万円（前年同四半期比573.8％増）となりま

した。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

流動資産は有価証券が減少したものの、たな卸資産が増加したことなどにより全体としては

8,275百万円（前連結会計年度末比326百万円増）となりました。固定資産は、長期性預金の減

少などにより、全体としては3,019百万円（前連結会計年度末比293百万円減）となりました。

その結果、資産合計では、11,294百万円（前連結会計年度末比33百万円増）となりました。 

（負債の状況） 

流動負債は、賞与引当金が減少したものの、1年内償還予定社債の増加などにより、全体とし

ては3,440百万円（前連結会計年度末比303百万円増）となりました。固定負債は、社債の減少

などにより、全体としては876百万円（前連結会計年度末比451百万円減）となりました。その

結果、負債合計では、4,317百万円（前連結会計年度末比148百万円減）となりました。 

（純資産の状況） 

純資産は、その他有価証券評価差額金が増加したことにより、6,977百万円（前連結会計年度

末比182百万円増）となり、自己資本比率は56.4％（前連結会計年度末比1.3ポイント増）とな

りました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因に

より、予想数値と異なる可能性があります。なお、平成26年3月期通期の連結業績予想につきま

しては、平成25年５月10日公表の業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報（その他）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 

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 

一般債権の貸倒見積高の算定 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

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。 
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１ 【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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,445,987 2,381,464

受取手形及び売掛金 3,006,423 2,977,376

有価証券 348,952 206,098

たな卸資産 1,746,314 2,249,229

その他 405,803 464,747

貸倒引当金 △4,407 △3,201

流動資産合計 7,949,074 8,275,715

固定資産   

有形固定資産 1,429,157 1,449,367

無形固定資産 71,682 51,073

投資その他の資産   

投資有価証券 1,164,014 1,187,257

その他 665,871 349,194

貸倒引当金 △18,593 △17,868

投資その他の資産合計 1,811,292 1,518,582

固定資産合計 3,312,132 3,019,024

資産合計 11,261,207 11,294,740

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,655,323 1,619,246

短期借入金 830,000 830,000

1年内償還予定の社債 － 400,000

未払法人税等 47,300 14,579

賞与引当金 203,680 108,475

役員賞与引当金 3,500 2,000

製品保証引当金 23,346 18,561

工事損失引当金 8,028 11,553

その他 366,425 436,312

流動負債合計 3,137,603 3,440,727

固定負債   

社債 400,000 －

退職給付引当金 589,640 564,619

役員退職慰労引当金 233,942 185,996

資産除去債務 44,474 42,460

その他 60,566 83,918

固定負債合計 1,328,623 876,994

負債合計 4,466,226 4,317,721
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金 440,309 440,355

利益剰余金 5,294,561 5,341,129

自己株式 △590,691 △590,778

株主資本合計 6,021,179 6,067,706

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 185,800 301,680

その他の包括利益累計額合計 185,800 301,680

少数株主持分 588,000 607,631

純資産合計 6,794,980 6,977,018

負債純資産合計 11,261,207 11,294,740
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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：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 6,017,026 6,344,073

売上原価 4,911,757 5,027,941

売上総利益 1,105,268 1,316,131

販売費及び一般管理費 1,093,698 1,167,231

営業利益 11,570 148,899

営業外収益   

受取利息 4,409 4,326

受取配当金 17,977 22,735

補助金収入 34,156 200

その他 11,374 11,680

営業外収益合計 67,917 38,941

営業外費用   

支払利息 11,090 10,841

その他 1,049 3,600

営業外費用合計 12,139 14,442

経常利益 67,347 173,398

特別利益   

固定資産売却益 283 22,707

受取保険金 812 4,378

その他 － 3,963

特別利益合計 1,095 31,050

特別損失   

投資有価証券評価損 2,398 1,738

減損損失 － 12,390

災害による損失 5,639 1,444

その他 779 186

特別損失合計 8,816 15,758

税金等調整前四半期純利益 59,627 188,690

法人税、住民税及び事業税 23,527 16,970

法人税等調整額 10,902 58,117

法人税等合計 34,430 75,087

少数株主損益調整前四半期純利益 25,196 113,602

少数株主利益 10,991 17,888

四半期純利益 14,205 95,714
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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：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,196 113,602

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,316 118,958

その他の包括利益合計 8,316 118,958

四半期包括利益 33,512 232,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,064 211,594

少数株主に係る四半期包括利益 11,448 20,966
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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。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ  前第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） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

耐火物 プラント
建材及び
舗装用材

不動産
賃貸 

計 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

売上高  

  外部顧客への
売上高 

2,306,587 2,337,454 1,330,824 32,327 6,007,193 9,8326,017,026 － 6,017,026

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

689,580 － 9,527 7,053 706,161 26,727 732,888 △732,888 －

計 2,996,167 2,337,454 1,340,352 39,381 6,713,355 36,5596,749,915 △732,888 6,017,026

セグメント利益
又はセグメント
損失（△） 

△81,943 168,467 △16,813 22,461 92,171 2,054 94,225 △34,598 59,627

(注) １ 「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、外注事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△34,598千円には、セグメント間取引消去△20,249千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,788千円、及びたな卸資産の調整額△12,561千円が含まれております。全社

費用は、報告セグメントに帰属しない投資有価証券評価損であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。 

 

２．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 

該当事項はありません。 
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

耐火物 プラント
建材及び
舗装用材

不動産
賃貸 

計 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

売上高 

  外部顧客への
売上高 

2,614,035 1,991,550 1,685,027 34,262 6,324,876 19,1976,344,073 － 6,344,073

  セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

1,144,780 － 10,565 7,053 1,162,399 27,1481,189,548△1,189,548 －

計 3,758,816 1,991,550 1,695,592 41,316 7,487,276 46,3457,533,621△1,189,548 6,344,073

セグメント利益 101,977 37,650 37,523 24,646 201,798 3,315 205,113 △16,422 188,690

(注) １ 「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、外注事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△16,422千円には、セグメント間取引消去△18,447千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用10,666千円、及びたな卸資産の調整額△8,641千円が含まれております。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券評価損であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。 
 

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

各報告セグメントに配分していない全社資産において遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額したことにより、12,390千円の減損損失を計上しております。 
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