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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、企業収益や設備投資の改善について引き続き足踏みがみられ

るものの、雇用・所得環境の改善が進んでいることから、緩やかながらも回復基調が続いております。また海外経

済については、アジアを中心とした新興国経済の下振れリスクや英国のＥＵ離脱決定の影響等により、依然として

先行きが不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要取引先であります国内鉄鋼業界におきましては、当第２四半期連結会計期間における粗鋼生

産量は前第２四半期連結会計期間比0.5％増の2,633万トンとなり、２四半期連続の増加となりました。

このような環境のもと、当社グループは品質第一の考えをもとに売上増加および原価低減による収益向上に全力

で取り組んでまいりました。主力製品である製鋼用耐火物をはじめ、ファインセラミックス等の先端素材技術や環

境創造技術へ挑戦し、コスト削減など経営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98億18百万円（前年同期比2.8％減）、利益面では、営業利益は7億78百万円（前年同期比44.0％増）、

経常利益は5億33百万円（前年同期比25.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億35百万円（前年同期比

19.4％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70億1百万円（前年同期比0.6％増）となりました。また、セグメント利益は7億43百万円（前年同

期比38.2％増）となりました。

②北米

北米の売上高は11億52百万円（前年同期比16.1％減）となりました。また、セグメント損失は1百万円（前年同期

は6百万円の利益）となりました。

③ヨーロッパ

ヨーロッパの売上高は11億65百万円（前年同期比6.0％減）となりました。また、セグメント利益は75百万円（前

年同期比14.9％減）となりました。

④アジア

アジアの売上高は2億61百万円（前年同期比20.1％減）となりました。また、セグメント利益は36百万円（前年同

期比29.8％減）となりました。

⑤その他

その他の売上高は2億36百万円（前年同期比15.3％増）となりました。また、セグメント利益は74百万円（前年同

期比59.8％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、3億1百万円増加し、205億64百万円となりました。その主な要因

は、現金及び預金の増加（7億75百万円）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、37百万円増加し、144億56百万円となりました。その主な要因は、

投資有価証券の増加（1億2百万円）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、83百万円増加し、88億30百万円となりました。その主な要因は、未払法

人税等の増加（44百万円）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、2億55百万円増加し、261億90百万円となりました。その主な要因は、

利益剰余金の増加（2億90百万円）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28年5月20日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「平成29年

３月期第２四半期 投資有価証券評価損の戻入れ、業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 
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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

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,444,394 8,220,263 

受取手形及び売掛金 6,800,963 6,652,956 

製品及び外注品 2,681,204 2,537,673 

仕掛品 1,251,767 1,192,762 

原材料及び貯蔵品 1,810,929 1,690,651 

その他 298,340 290,491 

貸倒引当金 △24,402 △20,304 

流動資産合計 20,263,198 20,564,493 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,130,021 2,075,034 

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,574,532 1,571,210 

土地 4,783,112 4,770,609 

その他（純額） 270,652 283,513 

有形固定資産合計 8,758,319 8,700,368 

無形固定資産 66,978 59,271 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,362,024 5,464,370 

その他 312,565 313,543 

貸倒引当金 △80,546 △80,896 

投資その他の資産合計 5,594,043 5,697,017 

固定資産合計 14,419,341 14,456,657 

資産合計 34,682,540 35,021,150 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,119,271 1,123,710 

短期借入金 4,197,847 4,139,171 

未払法人税等 174,328 219,070 

賞与引当金 322,697 318,183 

その他 654,001 699,761 

流動負債合計 6,468,145 6,499,898 

固定負債    

繰延税金負債 72,786 101,061 

役員退職慰労引当金 663,573 678,039 

退職給付に係る負債 1,468,659 1,480,875 

その他 74,232 70,752 

固定負債合計 2,279,252 2,330,730 

負債合計 8,747,397 8,830,628 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,398,000 2,398,000 

資本剰余金 2,462,680 2,462,680 

利益剰余金 17,993,070 18,283,847 

自己株式 △163,787 △163,788 

株主資本合計 22,689,963 22,980,740 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 771,475 839,103 

為替換算調整勘定 △134,943 △203,153 

その他の包括利益累計額合計 636,532 635,949 

非支配株主持分 2,608,646 2,573,831 

純資産合計 25,935,142 26,190,521 

負債純資産合計 34,682,540 35,021,150 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 10,102,967 9,818,470 

売上原価 7,741,082 7,264,978 

売上総利益 2,361,885 2,553,492 

販売費及び一般管理費 1,821,326 1,775,153 

営業利益 540,559 778,338 

営業外収益    

受取利息 4,888 3,622 

受取配当金 71,206 63,882 

為替差益 31,155 － 

不動産賃貸料 37,941 38,609 

その他 52,949 16,630 

営業外収益合計 198,142 122,744 

営業外費用    

支払利息 11,789 10,496 

為替差損 － 347,621 

不動産賃貸原価 6,003 5,402 

その他 1,713 3,917 

営業外費用合計 19,505 367,438 

経常利益 719,195 533,644 

特別利益    

固定資産売却益 393 4,363 

投資有価証券売却益 231 － 

固定資産受贈益 － 4,086 

特別利益合計 625 8,450 

特別損失    

固定資産廃棄損 17,044 2,937 

固定資産売却損 － 37 

投資有価証券評価損 180,707 － 

ゴルフ会員権評価損 － 1,050 

特別損失合計 197,752 4,024 

税金等調整前四半期純利益 522,069 538,070 

法人税等 179,465 209,358 

四半期純利益 342,603 328,711 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
61,757 △6,692 

親会社株主に帰属する四半期純利益 280,846 335,404 

 

- 6 -

(株)ＴＹＫ(東京窯業株式会社) (5363) 平成29年3月期 第2四半期決算短信



（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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 342,603 328,711 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △242,194 64,514 

為替換算調整勘定 △48,092 △84,621 

その他の包括利益合計 △290,286 △20,107 

四半期包括利益 52,317 308,604 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,491 334,822 

非支配株主に係る四半期包括利益 59,808 △26,217 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28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 522,069 538,070 

減価償却費 359,720 379,272 

有形固定資産廃棄損 17,044 2,937 

有形固定資産売却損益（△は益） △393 △4,326 

投資有価証券売却損益（△は益） △231 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 180,707 － 

ゴルフ会員権評価損 － 1,050 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,636 △2,183 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,971 △3,632 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,257 14,466 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,716 4,856 

受取利息及び受取配当金 △76,095 △67,504 

支払利息 11,789 10,496 

為替差損益（△は益） 640 34,013 

売上債権の増減額（△は増加） △274,931 △24,074 

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,980 178,476 

仕入債務の増減額（△は減少） △167,181 237,897 

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,102 46,831 

その他 67,654 185,412 

小計 671,737 1,532,060 

利息及び配当金の受取額 76,171 67,565 

利息の支払額 △11,789 △10,496 

法人税等の支払額 △252,730 △161,221 

営業活動によるキャッシュ・フロー 483,388 1,427,907 

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 6,000 18,000 

定期預金の預入による支出 △113,219 △95,006 

有形固定資産の売却による収入 487 6,284 

有形固定資産の取得による支出 △349,869 △382,000 

投資有価証券の売却による収入 617 － 

投資有価証券の取得による支出 △9,366 △9,562 

貸付金の回収による収入 250 250 

その他 △12,214 3,047 

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,314 △458,988 

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） △8 △45,339 

自己株式の売却による収入 57 － 

自己株式の取得による支出 △230 △0 

配当金の支払額 △44,445 △44,619 

非支配株主への配当金の支払額 △8,597 △8,597 

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,225 △98,556 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,089 △115,500 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,240 754,862 

現金及び現金同等物の期首残高 5,514,324 5,898,851 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,462,084 6,653,713 
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27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（耐火物関連事業） 
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 
6,957,296 1,373,414 1,239,757 327,284 9,897,753 205,214 10,102,967 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,269,570 619 21,626 767 1,292,583 461,951 1,754,535 

計 8,226,866 1,374,034 1,261,383 328,052 11,190,337 667,165 11,857,502 

セグメント利益 538,483 6,690 88,793 51,528 685,496 46,376 731,873 

（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 685,496

「その他」の区分の利益 46,376

セグメント間取引消去 4,776

全社費用（注） △196,091

四半期連結損益計算書の営業利益 540,559

（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28年４月１日 至平成28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（耐火物関連事業） 
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 
7,001,293 1,152,919 1,165,964 261,609 9,581,786 236,683 9,818,470 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,212,428 742 19,045 1,324 1,233,540 475,382 1,708,922 

計 8,213,722 1,153,661 1,185,009 262,933 10,815,327 712,065 11,527,393 

セグメント利益又

は損失（△） 
743,958 △1,841 75,592 36,188 853,897 74,097 927,994 

（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 853,897

「その他」の区分の利益 74,097

セグメント間取引消去 34,207

全社費用（注） △183,863

四半期連結損益計算書の営業利益 778,338

（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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