
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

（注）当社は、平成21年10月１日をもってJFE炉材株式会社と合併いたしました。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  24,369  62.9  1,070  －  1,017  －  941  －

22年３月期第１四半期  14,956  △31.0  △315  －  △325  －  △293  －

  
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 

23年３月期第１四半期  9  99  －      

22年３月期第１四半期  △4  45  －      

  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 

23年３月期第１四半期  108,526  36,302  29.4  338  27

22年３月期  112,307  36,768  28.7  341  64

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 31,895百万円 22年３月期 32,214百万円

  
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 

22年３月期  －       2 50 －    2 50  5  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  2 50 －    2 50  5  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  47,000  －  2,200  －  2,000  －  1,000  －  10  61

通期  97,000  －  5,300  －  4,700  －  2,700  －  28  63



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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ます。なお、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財務諸表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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 94,293,663株 22年３月期 94,293,663株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,002株 22年３月期 1,501株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 94,291,825株 22年３月期１Ｑ 65,945,136株



１．ＪＦＥ炉材株式会社との合併について 

 品川白煉瓦株式会社とＪＦＥ炉材株式会社は、平成21年10月１日に合併し社名を品川リフラクトリーズ株式会社に変更

いたしました。前連結会計年度の経営成績につきましては、品川白煉瓦株式会社の第２四半期連結累計期間の業績に、合

併新会社の第３四半期及び第４四半期連結会計期間の業績を合算したものとなっております。 

２．連結業績予想の増減率について 

 平成23年３月期通期及び第２四半期（累計）の連結業績予想につきましては、平成22年３月期の連結業績が上述の計算

によっているため、対前期及び対前年同四半期増減率の記載を省略しております。 

 ご参考までに、平成22年３月期通期の連結業績と比較した場合の増減率は、売上高「14.9％」、営業利益

「114.7％」、経常利益「95.8％」、当期純利益「272.4％」となります。また、平成22年３月期第２四半期連結累計期間

の業績と比較した場合の増減率は、売上高「48.2％」、営業利益「－」、経常利益「－」、当期純利益「－」となりま

す。 

  

（注記事項）
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第１四半期の我が国経済は、建築・土木等の分野において依然として厳しい環境が続いているものの、政府の

環境政策を追い風とした自動車・電機等の復調と、アジア地域での景気拡大を背景にした堅調な輸出に支えられ、

緩やかな回復基調により推移しました。 

 耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましても、当第１四半期の粗鋼生産量は前年同期比47.0％増の

2,806万トンと年率換算では１億10百万トンを上回り、ほぼリーマンショック以前の水準まで回復しました。  

 このような状況の中、当社グループ第１四半期の売上高は243億69百万円、経常利益は10億17百万円、四半期純

利益は９億41百万円となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

<耐火物及び関連製品> 

 耐火物及び関連製品事業におきましては、合併効果に加えて国内・海外における鉄鋼業界の生産増により、売上

高は191億23百万円となりました。 

<エンジニアリング> 

 エンジニアリング事業におきましては、合併効果と鉄鋼業界の生産増に伴う構内補修作業の増加により、売上高

は44億87百万円となりました。 

<不動産・レジャー等>  

 不動産・レジャー等事業におきましては、売上高は７億58百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金及び投資有価証券の減少を主たる要因として前連結会計年度末

比37億80百万円減少し、1,085億26百万円となりました。 

 負債は短期借入金及び未払法人税等の減少を主たる要因として前連結会計年度末比33億14百万円減少し、722億

24百万円となりました。 

 純資産はその他有価証券評価差額金の減少を主たる要因として４億66百万円減少し、363億２百万円となりまし

た。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日に発表いたしました平成23年３月期第２四半期（累計）及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。 

 また剰余金の配当に関しましても、同日発表の年間配当予想に変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．たな卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末に係る実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。    

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法によっております。 

２．原価差異の配賦方法 

 標準原価の適用に伴って生じた原価差異については、たな卸資産と売上原価への配賦を簡便的に実施する方法に

よっております。 

３．固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に

著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益が163百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は163百万円であります。  

２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。  

  

２．その他の情報
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,797 10,537

受取手形及び売掛金 30,467 32,558

有価証券 1,199 1,199

商品及び製品 7,285 7,146

仕掛品 2,719 2,559

原材料及び貯蔵品 5,617 5,698

繰延税金資産 652 634

その他 795 690

貸倒引当金 △20 △23

流動資産合計 59,513 61,002

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,441 18,464

機械装置及び運搬具（純額） 6,556 6,640

土地 10,031 10,017

その他（純額） 938 1,218

有形固定資産合計 35,968 36,341

無形固定資産   

のれん 523 570

その他 365 369

無形固定資産合計 889 940

投資その他の資産   

投資有価証券 10,135 12,024

繰延税金資産 931 876

その他 1,380 1,414

貸倒引当金 △291 △291

投資その他の資産合計 12,155 14,023

固定資産合計 49,012 51,305

資産合計 108,526 112,307

品川リフラクトリーズ㈱（5351）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,530 15,737

短期借入金 31,744 32,488

未払法人税等 157 1,403

引当金 556 1,054

その他 4,707 4,665

流動負債合計 52,696 55,349

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 4,599 4,894

退職給付引当金 5,566 5,273

その他の引当金 527 558

負ののれん 712 755

資産除去債務 163 －

その他 6,958 7,707

固定負債合計 19,527 20,189

負債合計 72,224 75,538

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300

資本剰余金 5,041 5,041

利益剰余金 22,872 22,270

自己株式 △0 △0

株主資本合計 31,213 30,611

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 709 1,708

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 15 15

為替換算調整勘定 △42 △122

評価・換算差額等合計 682 1,602

少数株主持分 4,406 4,554

純資産合計 36,302 36,768

負債純資産合計 108,526 112,307
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 14,956 24,369

売上原価 12,825 20,209

売上総利益 2,131 4,159

販売費及び一般管理費 2,446 3,088

営業利益又は営業損失（△） △315 1,070

営業外収益   

受取利息 8 6

受取配当金 88 86

負ののれん償却額 11 42

持分法による投資利益 18 4

その他 92 55

営業外収益合計 219 194

営業外費用   

支払利息 163 146

その他 65 101

営業外費用合計 229 248

経常利益又は経常損失（△） △325 1,017

特別利益   

固定資産売却益 4 8

投資有価証券受贈益 － 12

貸倒引当金戻入額 1 3

その他 0 －

特別利益合計 6 24

特別損失   

固定資産処分損 61 23

投資有価証券評価損 － 1

減損損失 11 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 163

その他 5 －

特別損失合計 77 187

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（△）

△396 854

法人税、住民税及び事業税 31 76

法人税等調整額 △54 △117

法人税等合計 △23 △40

少数株主損益調整前四半期純利益 － 894

少数株主損失（△） △80 △47

四半期純利益又は四半期純損失（△） △293 941
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 該当事項はありません。 

  

  

   事業の種類別セグメント情報  

   前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

  

   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 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  耐火物等 
エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

計 
消去 
又は全社 

連結 

売上高  12,004  2,015  937  14,956  －  14,956

営業利益又は営業損失（△）  △508  15  368  △125  (189)  △315

  
耐火物及び 
関連製品 

エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高  19,123  4,487  758  24,369 －  24,369

セグメント利益又は損失(△) 

（営業利益又は営業損失）  
 1,086  △114  348  1,320 (249)  1,070

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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