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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けるわが国経済は、今春の消費税率引き上げに伴う消費の停滞が残るなど一部懸

念材料があるものの、米国経済の堅調な成長及びアジア諸国での景気に改善の傾向が見られること、また円安の進

展を背景とした企業収益の改善や、雇用環境の改善を背景とした消費マインドの緩やかな回復が続いたことから、

全体としては緩やかな景気回復基調で推移いたしました。

このような環境のもと、当社グループは品質第一の考えのもとで売上増強と収益向上に全力で取り組んでまいり

ました。基幹製品の販売拡大や新商品の販売に地道に取り組むとともに、コスト削減等、経営の合理化も進めてま

いりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間においては、次の通りの経営成績となりました。

売上高は101億95百万円（前年同期比7.7％増）、利益面では、営業利益は6億29百万円（前年同期比27.1％増）、

経常利益は8億68百万円（前年同期比12.0％増）、四半期純利益は5億10百万円（前年同期比0.2％増）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68億72百万円（前年同期比3.5％増）となりました。また、営業利益は5億34百万円（前年同期比

23.3％増）となりました。

②北米

北米の売上高は13億80百万円（前年同期比12.9％増）となりました。また、営業損益は2百万円の損失（前年同期

は3百万円の損失）となりました。

③ヨーロッパ

ヨーロッパの売上高は12億77百万円（前年同期比27.4％増）となりました。また、営業利益は1億13百万円（前年

同期比7.1％増）となりました。

④アジア

アジアの売上高は4億3百万円（前年同期比28.4％増）となりました。また、営業利益は81百万円（前年同期比

22.5％増）となりました。

⑤その他

その他の売上高は2億62百万円（前年同期比10.4％減）となりました。また、営業利益は57百万円（前年同期比

26.5％減）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、3億40百万円増加し、194億59百万円となりました。その主な要因

は、受取手形及び売掛金の増加（3億3百万円）及び現金及び預金の増加（1億24百万円）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、2億43百万円増加し、151億7百万円となりました。その主な要因

は、投資有価証券の増加（2億96百万円）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、1億1百万円減少し、94億28百万円となりました。その主な要因は、支払

手形及び買掛金の減少（2億34百万円）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、6億85百万円増加し、251億37百万円となりました。その主な要因は、

利益剰余金の増加（4億16百万円）及びその他有価証券評価差額金の増加（1億82百万円）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26年5月16日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。
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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

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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割

引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が77,351千円増加し、利益剰余金が50,023千

円減少しております。また、当第２四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4,788千円減少しております。
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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：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,312,309 6,436,376 

受取手形及び売掛金 6,563,265 6,866,699 

製品及び外注品 2,810,708 2,714,175 

仕掛品 1,262,780 1,318,864 

原材料及び貯蔵品 1,818,728 1,800,511 

その他 369,751 345,472 

貸倒引当金 △18,383 △22,171 

流動資産合計 19,119,159 19,459,927 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,254,561 2,213,328 

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,484,434 1,457,137 

土地 4,794,290 4,795,147 

その他（純額） 244,473 269,355 

有形固定資産合計 8,777,759 8,734,969 

無形固定資産 59,514 57,806 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,781,228 6,077,406 

その他 331,884 319,362 

貸倒引当金 △86,878 △82,528 

投資その他の資産合計 6,026,234 6,314,241 

固定資産合計 14,863,508 15,107,016 

資産合計 33,982,668 34,566,944 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,531,372 1,297,345 

短期借入金 4,344,559 4,321,944 

未払法人税等 390,983 286,735 

賞与引当金 333,391 308,151 

その他 688,020 779,621 

流動負債合計 7,288,328 6,993,798 

固定負債    

繰延税金負債 227,665 300,537 

役員退職慰労引当金 662,428 657,139 

退職給付に係る負債 1,289,009 1,414,741 

その他 62,866 62,774 

固定負債合計 2,241,970 2,435,193 

負債合計 9,530,298 9,428,992 

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 16,547,996 16,964,230 

自己株式 △162,949 △163,040 

株主資本合計 21,245,731 21,661,873 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 879,414 1,061,647 

繰延ヘッジ損益 1,123 － 

為替換算調整勘定 △37,983 △27,809 

その他の包括利益累計額合計 842,554 1,033,837 

少数株主持分 2,364,084 2,442,241 

純資産合計 24,452,370 25,137,952 

負債純資産合計 33,982,668 34,566,944 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 9,471,084 10,195,826 

売上原価 7,343,132 7,782,444 

売上総利益 2,127,951 2,413,382 

販売費及び一般管理費 1,632,656 1,783,956 

営業利益 495,294 629,425 

営業外収益    

受取利息 2,578 2,862 

受取配当金 51,275 55,125 

為替差益 165,513 129,111 

不動産賃貸料 37,809 39,311 

その他 38,305 31,688 

営業外収益合計 295,481 258,099 

営業外費用    

支払利息 13,556 12,983 

不動産賃貸原価 1,076 5,247 

その他 355 753 

営業外費用合計 14,989 18,984 

経常利益 775,787 868,540 

特別利益    

固定資産売却益 1,212 3,523 

ゴルフ会員権売却益 － 8,944 

負ののれん発生益 352 － 

特別利益合計 1,565 12,467 

特別損失    

固定資産廃棄損 15,902 6,851 

固定資産売却損 2,556 － 

投資有価証券評価損 1,659 － 

特別損失合計 20,117 6,851 

税金等調整前四半期純利益 757,234 874,157 

法人税等 239,299 274,292 

少数株主損益調整前四半期純利益 517,935 599,865 

少数株主利益 8,030 88,977 

四半期純利益 509,904 510,887 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 517,935 599,865 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 407,027 185,803 

繰延ヘッジ損益 2,080 △1,123 

為替換算調整勘定 24,750 8,290 

その他の包括利益合計 433,857 192,970 

四半期包括利益 951,793 792,835 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 939,997 702,171 

少数株主に係る四半期包括利益 11,795 90,664 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 757,234 874,157 

減価償却費 324,455 336,571 

有形固定資産廃棄損 15,902 6,851 

有形固定資産売却損益（△は益） 1,343 △3,523 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,659 － 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △8,944 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 △1,253 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,885 △25,875 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,127 － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,024 △5,288 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 122,641 

受取利息及び受取配当金 △53,854 △57,988 

支払利息 13,556 12,983 

為替差損益（△は益） △8,727 △11,802 

売上債権の増減額（△は増加） △309,694 △225,701 

たな卸資産の増減額（△は増加） 395,658 103,199 

仕入債務の増減額（△は減少） △54,457 △341,523 

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,043 43,312 

その他 △67,962 △70,410 

小計 1,092,457 747,404 

利息及び配当金の受取額 53,887 58,026 

利息の支払額 △13,556 △12,983 

法人税等の支払額 △76,813 △369,379 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055,974 423,068 

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 30,001 

定期預金の預入による支出 △125,208 △224,216 

有形固定資産の売却による収入 65,422 10,044 

有形固定資産の取得による支出 △348,089 △289,518 

投資有価証券の取得による支出 △8,813 △8,887 

ゴルフ会員権の売却による収入 － 12,394 

子会社株式の取得による支出 △470 － 

貸付金の回収による収入 100 250 

貸付けによる支出 △3,000 － 

その他 △2,201 △8,850 

投資活動によるキャッシュ・フロー △392,257 △478,782 

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） 49,139 △20,029 

自己株式の取得による支出 △276 △91 

配当金の支払額 △44,469 △44,552 

少数株主への配当金の支払額 △3,621 △12,507 

財務活動によるキャッシュ・フロー 772 △77,180 

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,149 51,747 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 719,639 △81,148 

現金及び現金同等物の期首残高 4,559,052 5,558,657 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,278,692 5,477,509 
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（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）

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

            （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 

（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）

（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

（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。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26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

            （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 
6,872,238 1,380,036 1,277,104 403,593 9,932,973 262,853 10,195,826 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,331,601 4,064 54,779 721 1,391,166 423,220 1,814,387 

計 8,203,840 1,384,101 1,331,883 404,315 11,324,140 686,073 12,010,214 

セグメント利益又

は損失（△） 
534,178 △2,583 113,886 81,612 727,094 57,060 784,154 

（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）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 727,094

「その他」の区分の利益 57,060

セグメント間取引消去 36,844

全社費用（注） △191,574

四半期連結損益計算書の営業利益 629,425

（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。
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