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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第３四半期 20,410 △0.9 3,134 △18.6 3,211 △18.5 2,133 △21.3

2019年３月期第３四半期 20,597 15.7 3,852 56.5 3,940 54.2 2,710 45.4

(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 2,172百万円( △9.4％) 2019年３月期第３四半期 2,398百万円( 13.9％)
　

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

2020年３月期第３四半期 97.07 －

2019年３月期第３四半期 123.32 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第３四半期 34,449 26,903 78.1

2019年３月期 34,186 25,104 73.4

(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 26,903百万円 2019年３月期 25,104百万円
　　

　

２．配当の状況

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

2019年３月期 － 7.00 － 8.00 15.00

2020年３月期 － 9.00 －

2020年３月期(予想) 7.00 16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

※2020年３月期中間配当の内訳 普通配当７円00銭 記念配当２円00銭（上場70周年記念配当）

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 26,000 △6.7 4,000 △22.1 4,100 △21.5 2,850 △21.1 129.68

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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　※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期３Ｑ 25,587,421株 2019年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ 3,609,758株 2019年３月期 3,609,678株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 21,977,703株 2019年３月期３Ｑ 21,977,890株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境は内需に支えられ改善基調が維持されました

が、世界経済の停滞による輸出の低迷等、製造業を中心として足踏み状態が続きました。

一方、世界経済は、米中貿易摩擦及び英国のＥＵ離脱問題に若干の進展が見られたものの、長期間にわたる通商

問題は米中及び欧州等の経済情勢に影響し成長を鈍化させ、総じて先行き不透明な状況で推移しました。

このような状況のなか、当社グループは、お客様のニーズをとらえた新製品の開発及び国内外への積極的な営業

展開、品質第一とした構造改革の推進と一層の生産効率化等に鋭意取り組んでまいりました。また、中国子会社に

つきましては輸出の拡大、高付加価値品や不定形耐火物の拡販などの体質改善に取り組んでまいりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高は204億10百万円と前年同四半期に比べ１億86百万円の減収となり、営業利益

は31億34百万円と前年同四半期に比べ７億17百万円減少し、経常利益は32億11百万円と前年同四半期に比べ７億28

百万円の減少となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、21億33百万円と前年同四半期に比べ５億76百万円の減少と

なりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（耐火物等）

耐火物等事業につきましては、鉄鋼メーカー向けの需要が減少したこと等により、当第３四半期連結累計期間の

売上高は170億25百万円となり、前年同四半期に比べ５億99百万円の減収、セグメント利益は原料価格の高騰や減価

償却費の増加に伴う原価上昇等により37億５百万円となり、前年同四半期に比べ６億72百万円の減少となりまし

た。

（エンジニアリング）

エンジニアリング事業につきましては、環境装置関係向けの受注が増加したこと等により、当第３四半期連結累

計期間の売上高は33億85百万円となり、前年同四半期に比べ４億12百万円の増収、セグメント利益は外注費の増加

に伴う原価上昇等により４億43百万円となり、前年同四半期に比べ51百万円の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の財政状態につきましては、中国の環境規制による耐火物原料の供給問題等に対応し

たことにより、資産合計、純資産合計は増加し、負債合計は減少となりました。

それぞれの状況は次の通りであります。

当第３四半期連結会計期間の資産合計は、344億49百万円であり、前連結会計年度に比べ２億63百万円増加しまし

た。これは主として、受取手形及び売掛金の減少８億13百万円、原材料及び貯蔵品の減少７億14百万円、電子記録

債権の減少３億95百万円等があるものの、現金及び預金の増加26億18百万円等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間の負債合計は、75億46百万円であり、前連結会計年度に比べ15億35百万円減少しまし

た。これは主として、未払法人税等の減少９億55百万円、買掛金の減少２億28百万円等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、269億３百万円であり、前連結会計年度に比べ17億99百万円増加しま

した。これは主として、利益剰余金の増加17億59百万円等によるものであります。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の自己資本比率は78.1％となり、財政状態は概ね良好であると判断してお

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

通期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況及び最近の経営環境等を

踏まえ、2019年11月７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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,411,347 7,029,956

受取手形及び売掛金 11,436,698 10,623,049

電子記録債権 1,436,661 1,041,487

製品 3,839,350 3,858,495

仕掛品 587,761 476,547

原材料及び貯蔵品 4,735,414 4,021,169

その他 189,497 60,129

貸倒引当金 △2,582 △3,099

流動資産合計 26,634,149 27,107,736

固定資産

有形固定資産 5,183,931 5,080,802

無形固定資産 32,458 27,618

投資その他の資産

投資有価証券 2,079,407 2,110,752

その他 292,390 157,296

貸倒引当金 △35,886 △34,452

投資その他の資産合計 2,335,912 2,233,596

固定資産合計 7,552,301 7,342,017

資産合計 34,186,451 34,449,754
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,568,759 2,339,786

電子記録債務 1,767,262 1,773,033

未払法人税等 1,074,760 119,729

賞与引当金 － 138,796

役員賞与引当金 27,470 20,871

その他 2,203,717 1,705,895

流動負債合計 7,641,970 6,098,111

固定負債

退職給付に係る負債 1,369,380 1,375,581

その他 70,633 72,518

固定負債合計 1,440,014 1,448,099

負債合計 9,081,984 7,546,210

純資産の部

株主資本

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 20,617,739 22,377,452

自己株式 △693,341 △693,389

株主資本合計 24,329,383 26,089,049

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 669,004 756,940

繰延ヘッジ損益 9,589 2,722

為替換算調整勘定 179,937 124,359

退職給付に係る調整累計額 △83,449 △69,528

その他の包括利益累計額合計 775,082 814,495

純資産合計 25,104,466 26,903,544

負債純資産合計 34,186,451 34,449,754
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 20,597,273 20,410,927

売上原価 15,121,482 15,693,277

売上総利益 5,475,791 4,717,650

販売費及び一般管理費 1,623,371 1,582,761

営業利益 3,852,420 3,134,889

営業外収益

受取利息 5,722 7,022

受取配当金 66,253 67,654

不動産賃貸料 13,742 13,042

その他 17,906 12,754

営業外収益合計 103,624 100,473

営業外費用

支払利息 375 601

為替差損 13,649 19,115

その他 1,857 4,333

営業外費用合計 15,882 24,050

経常利益 3,940,161 3,211,312

特別利益

固定資産売却益 353 －

投資有価証券売却益 － 17,212

特別利益合計 353 17,212

特別損失

固定資産除却損 2,396 －

投資有価証券評価損 － 66,220

特別損失合計 2,396 66,220

税金等調整前四半期純利益 3,938,119 3,162,304

法人税、住民税及び事業税 1,179,519 925,115

法人税等調整額 48,271 103,855

法人税等合計 1,227,791 1,028,970

四半期純利益 2,710,327 2,133,334

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,710,327 2,133,334
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 2,710,327 2,133,334

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △279,630 87,936

繰延ヘッジ損益 4,675 △6,867

為替換算調整勘定 △53,282 △55,577

退職給付に係る調整額 16,904 13,920

その他の包括利益合計 △311,331 39,412

四半期包括利益 2,398,996 2,172,746

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,398,996 2,172,746

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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 2018年４月１日 至 2018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

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高

外部顧客への売上高 17,624,993 2,972,280 20,597,273

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 17,624,993 2,972,280 20,597,273

セグメント利益 4,378,918 495,360 4,874,278

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 4,874,278

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △1,021,858

四半期連結損益計算書の営業利益 3,852,420

　(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３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高

外部顧客への売上高 17,025,836 3,385,091 20,410,927

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 17,025,836 3,385,091 20,410,927

セグメント利益 3,705,969 443,595 4,149,565

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 4,149,565

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △1,014,675

四半期連結損益計算書の営業利益 3,134,889

　(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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