
  

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
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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 ％ 

24年３月期第２四半期  51,620  5.8  3,065  25.9  2,977  28.2  1,605  14.8

23年３月期第２四半期  48,803  53.9  2,434  －  2,321  －  1,398  －

（注）  包括利益 24年３月期第２四半期 856百万円 ( ％)231.5 23年３月期第２四半期 258百万円 ( ％)－

  
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 

24年３月期第２四半期  17.02  －

23年３月期第２四半期  14.83  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期  107,390  38,224  31.5

23年３月期  111,220  37,747  29.9

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 33,786百万円 23年３月期 33,258百万円 

  
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 

23年３月期  －  2.50  －  2.50  5.00

24年３月期  －  2.50       

24年３月期（予想）      －  2.50  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  103,000  1.9  6,400  5.3  6,000  3.4  3,250  36.3  34.47

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有   



４．その他 

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

  

  

（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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中で

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。 

  

（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： 無   

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   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 94,293,663株 23年３月期 94,293,663株 

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 5,872株 23年３月期 5,845株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 94,287,818株 23年３月期２Ｑ 94,291,682株 



（参考）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24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 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  68,500  0.1  4,710  △0.5  4,960  △0.7  2,960  215.3  31.39

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、３月11日に発生した東日本大震災とその後の原発事故に伴う電力供

給不足により、東北地方を中心とした生産活動の停滞や個人消費の低迷によって厳しい状況の中推移いたしまし

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、震災影響による自動車業界を始めとする国内ユーザ

ーの生産減少の影響と円高による輸出の減少により、国内粗鋼生産は第１四半期において前年同期比6.1％の減少

と大きく落ち込み、上半期合計も前年同期比3.8％減少の5,331万トンとなりました。 

 このような状況の中、当社のセグメント別の業績は以下のとおりとなりました。 

<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、第１四半期において粗鋼生産量減少の影響を受けたものの、その後の

大手鉄鋼メーカー等の操業回復と設備復旧による需要増加があり、売上高は前年同四半期比1.2％増の380億94百万

円、セグメント利益は前年同四半期比14.8％増の26億90百万円となりました。 

<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、高炉改修工事等の増加によって売上高は前年同四半期比25.1％増の120

億75百万円、セグメント利益は２億59百万円（前年同四半期１億14百万円の損失）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、売上高は前年同四半期比3.1％減の14億51百万円、セグメント利益は

前年同四半期比6.7％減の６億81百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券評価額と現金及び預金の減少を主たる要因として前連結

会計年度末に比べ38億29百万円減少し、1,073億90百万円となりました。 

 負債は、短期・長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に比べ43億７百万円減

少し、691億65百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ４

億77百万円増加し、382億24百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期の業績予想につきましては、タイの洪水被害による現地工場の操業停止が長期にわたり、自

動車・電機等の国内生産さらには粗鋼生産にも大きな影響を及ぼしていること、またギリシャの債務危機に端を発

した欧州全体の金融不安の収束に向けての動きが難航していることなどから、今後の国内外の経済見通しに対する

不透明感が強まっております。そのため平成23年10月20日に発表いたしました業績予想の修正値を、売上高1,030

億円（前回発表値1,035億円）、営業利益64億円（同66億円）、経常利益60億円（同62億70百万円）、当期純利益

32億50百万円（同33億50百万円）にそれぞれ修正いたします。 

 また剰余金の配当に関しましては、平成23年５月12日発表の年間配当予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,410 12,529 

受取手形及び売掛金 29,926 29,196 

有価証券 2,904 2,899 

商品及び製品 7,101 7,248 

仕掛品 2,573 2,648 

原材料及び貯蔵品 6,482 6,490 

繰延税金資産 838 676 

その他 1,108 835 

貸倒引当金 △17 △11 

流動資産合計 64,329 62,512 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,814 17,645 

機械装置及び運搬具（純額） 5,556 5,411 

土地 10,047 10,057 

その他（純額） 1,078 921 

有形固定資産合計 34,497 34,035 

無形固定資産   

のれん 423 370 

その他 480 511 

無形固定資産合計 903 882 

投資その他の資産   

投資有価証券 9,638 8,073 

繰延税金資産 919 941 

その他 1,184 1,174 

貸倒引当金 △252 △229 

投資その他の資産合計 11,489 9,959 

固定資産合計 46,891 44,877 

資産合計 111,220 107,390 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,956 16,304 

短期借入金 30,986 28,091 

1年内償還予定の社債 1,000 1,000 

未払法人税等 1,552 888 

賞与引当金 1,086 1,087 

その他の引当金 250 73 

その他 4,218 3,850 

流動負債合計 56,051 51,295 

固定負債   

社債 － 2,000 

長期借入金 3,841 2,936 

退職給付引当金 5,622 5,740 

その他の引当金 542 458 

負ののれん 586 502 

資産除去債務 157 157 

その他 6,670 6,075 

固定負債合計 17,421 17,870 

負債合計 73,473 69,165 

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 24,076 25,446 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 32,417 33,786 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,119 210 

繰延ヘッジ損益 △0 － 

為替換算調整勘定 △277 △210 

その他の包括利益累計額合計 841 0 

少数株主持分 4,488 4,438 

純資産合計 37,747 38,224 

負債純資産合計 111,220 107,390 
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 48,803 51,620 

売上原価 40,323 42,491 

売上総利益 8,479 9,129 

販売費及び一般管理費 6,044 6,064 

営業利益 2,434 3,065 

営業外収益   

受取利息 16 16 

受取配当金 100 96 

保険配当金 56 74 

負ののれん償却額 84 84 

持分法による投資利益 12 33 

その他 95 103 

営業外収益合計 365 410 

営業外費用   

支払利息 286 271 

為替差損 91 104 

その他 100 123 

営業外費用合計 478 498 

経常利益 2,321 2,977 

特別利益   

固定資産売却益 10 54 

投資有価証券受贈益 12 － 

貸倒引当金戻入額 5 － 

特別利益合計 28 54 

特別損失   

固定資産処分損 77 18 

投資有価証券評価損 185 0 

会員権評価損 1 0 

減損損失 0 7 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 163 － 

事業整理損 165 － 

災害による損失 － 306 

特別損失合計 592 334 

税金等調整前四半期純利益 1,757 2,697 

法人税、住民税及び事業税 374 820 

法人税等調整額 37 162 

法人税等合計 412 982 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,344 1,714 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △53 109 

四半期純利益 1,398 1,605 
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,344 1,714 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △857 △941 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

為替換算調整勘定 △220 77 

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 4 

その他の包括利益合計 △1,086 △858 

四半期包括利益 258 856 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 371 768 

少数株主に係る四半期包括利益 △112 88 
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

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 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

（単位：百万円）

   

 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）セグメント情報等

  
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  37,654  9,650  1,497  48,803 －  48,803

セグメント利益又は損失(△) 

（営業利益又は営業損失） 
 2,343  △114  730  2,959  △524  2,434

  
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  38,094  12,075  1,451  51,620 －  51,620

セグメント利益（営業利益）  2,690  259  681  3,631  △566  3,065

（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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