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（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 ％

25年３月期第３四半期 73,838 △5.1 3,691 △23.0 3,908 △15.9 2,085 △6.0

24年３月期第３四半期 77,788 3.1 4,791 7.1 4,646 7.8 2,218 △8.4

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 2,673百万円（ ％）224.4 24年３月期第３四半期 824百万円（ ％）△53.7

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

25年３月期第３四半期 22.12 －

24年３月期第３四半期 23.53 －

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

25年３月期第３四半期 104,207 40,670 34.6 382.82

24年３月期 106,489 38,608 32.1 362.23

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 36,093百万円 24年３月期 34,153百万円

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

24年３月期 － 2.50 － 2.50 5.00

25年３月期 － 2.50 －

25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 100,300 △2.7 5,500 △8.3 5,300 △9.6 2,170 8.6 23.02

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

につきましては、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 94,293,663株 24年３月期 94,293,663株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 10,065株 24年３月期 8,164株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 94,284,666株 24年３月期３Ｑ 94,287,556株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、高止まりした為替相場による輸出産業への影響が大きく、国

内景気が上向く気配を見せない中、欧米経済の不透明感に加えて中国・インド等新興国の景気に減速感が見られる

など世界的にも停滞感が広まるなかで推移いたしましたが、政権交代による大規模な景気浮揚策への期待感から株

価の上昇と為替相場での円安が進み、先行きに薄日がさし始めた状況で当第３四半期末を迎えました。

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は、エコカー補助金の効果で上期に好調であった自動車

販売の影響を受け、当第３四半期連結累計期間において、国内粗鋼生産は前年同四半期比1.0％増加の8,067万トン

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、欧米経済の停滞と中国景気の減速の影響から、海外向けおよび海外子

会社の売上高が減少し、売上高は前年同四半期比4.8％減の544億39百万円、セグメント利益も20.7％減の33億78百

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、高炉等建設工事の減少によって売上高は前年同四半期比5.5％減の174億

31百万円、セグメント利益も12.2％減の３億46百万円となりました。

＜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、売上高は前年同四半期比9.6％減の19億67百万円、セグメント利益も

16.0％減の８億77百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少を主たる要因として、前

連結会計年度末に比べ22億82百万円減少し、1,042億７百万円となりました。

負債は支払手形及び買掛金並びに借入金等の減少を主たる要因として、前連結会計年度末に比べ43億44百万円減

少し635億37百万円となりました。

純資産は利益剰余金の増加を主たる要因として、前連結会計年度末に比べ20億62百万円増加し406億70百万円と

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11月５日に発表いたしました平成25年３月期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は、平成24年５月10日発表の年間配当予想に変更はありません。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四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23百万円増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,790 8,499

受取手形及び売掛金 31,368 30,470

有価証券 3,702 3,699

商品及び製品 7,269 7,164

仕掛品 2,676 3,813

原材料及び貯蔵品 6,853 5,822

繰延税金資産 561 363

その他 942 916

貸倒引当金 △23 △22

流動資産合計 63,141 60,727

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,106 16,732

機械装置及び運搬具（純額） 4,846 4,696

土地 10,021 10,041

その他（純額） 801 738

有形固定資産合計 32,777 32,209

無形固定資産

のれん 317 238

その他 479 444

無形固定資産合計 797 682

投資その他の資産

投資有価証券 8,010 8,305

繰延税金資産 743 660

その他 1,230 1,826

貸倒引当金 △211 △204

投資その他の資産合計 9,773 10,588

固定資産合計 43,347 43,479

資産合計 106,489 104,207



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,575 16,046

短期借入金 24,371 23,560

1年内償還予定の社債 100 180

未払法人税等 842 179

賞与引当金 1,089 357

その他の引当金 147 144

その他 4,081 4,534

流動負債合計 48,207 45,003

固定負債

社債 2,400 2,670

長期借入金 4,423 3,408

退職給付引当金 5,773 5,868

その他の引当金 954 845

負ののれん 418 291

資産除去債務 157 157

その他 5,546 5,293

固定負債合計 19,673 18,533

負債合計 67,881 63,537

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 25,603 27,217

自己株式 △2 △2

株主資本合計 33,943 35,556

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 561 859

為替換算調整勘定 △352 △323

その他の包括利益累計額合計 209 536

少数株主持分 4,454 4,576

純資産合計 38,608 40,670

負債純資産合計 106,489 104,207



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 77,788 73,838

売上原価 64,021 61,112

売上総利益 13,766 12,726

販売費及び一般管理費 8,975 9,034

営業利益 4,791 3,691

営業外収益

受取利息 20 12

受取配当金 165 117

保険配当金 74 76

負ののれん償却額 126 126

持分法による投資利益 35 28

その他 143 267

営業外収益合計 564 628

営業外費用

支払利息 374 321

為替差損 178 －

その他 157 90

営業外費用合計 709 411

経常利益 4,646 3,908

特別利益

固定資産売却益 61 26

特別利益合計 61 26

特別損失

固定資産処分損 33 24

投資有価証券売却損 － 41

投資有価証券評価損 37 80

会員権評価損 0 0

減損損失 7 66

環境対策費 － 68

特別退職金 343 －

災害による損失 337 －

特別損失合計 760 281

税金等調整前四半期純利益 3,947 3,653

法人税、住民税及び事業税 1,071 1,043

法人税等調整額 527 271

法人税等合計 1,599 1,315

少数株主損益調整前四半期純利益 2,348 2,338

少数株主利益 130 253

四半期純利益 2,218 2,085



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,348 2,338

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,298 291

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 △213 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 9

その他の包括利益合計 △1,524 334

四半期包括利益 824 2,673

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 765 2,416

少数株主に係る四半期包括利益 58 256



該当事項はありません。

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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

（単位：百万円）

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 57,163 18,449 2,175 77,788 － 77,788

セグメント利益（営業利益） 4,257 394 1,044 5,696 △905 4,791

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 54,439 17,431 1,967 73,838 － 73,838

セグメント利益（営業利益） 3,378 346 877 4,601 △910 3,691
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