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  （百万円未満切捨て）

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30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 ％ 

30年３月期第１四半期 24,311 2.3 1,473 18.3 1,612 27.7 793 59.7 

29年３月期第１四半期 23,765 △1.3 1,246 2.8 1,263 0.4 496 △22.0 
 
（注）包括利益 30年３月期第１四半期 1,468 百万円 （－％）   29年３月期第１四半期 △117 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 

30年３月期第１四半期 8.42 － 

29年３月期第１四半期 5.27 － 

 

（２）連結財政状態 

  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 

30年３月期第１四半期 105,646 55,115 45.8 513   53 

29年３月期 106,507 54,186 44.8 505   68 
 
（参考）自己資本 30年３月期第１四半期 48,410 百万円   29年３月期 47,670 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 
29年３月期 － 3.00 － 4.00 7.00 
30年３月期 －         
30年３月期（予想）   3.50 － 35.00 － 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
※当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、
平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配
当金合計は、「－」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配
当金は3.5円となり、１株当たり年間配当金は７円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する
説明、その他特記事項」をご覧ください。 
 

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日） 

  （％表示は、通期は対前期、四半期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） 48,500 2.2 2,500 △4.4 2,600 2.8 1,000 △26.8 10    61 

通期 102,000 △1.7 5,600 △11.7 5,700 △10.5 2,700 △25.1 286    40 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
※平成30年３月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮してお
ります。株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益は28円64銭
となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 



※  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（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 

 

（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） 30年３月期１Ｑ 94,293,663 株 29年３月期 94,293,663 株 

②  期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 23,218 株 29年３月期 22,858 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 94,270,559 株 29年３月期１Ｑ 94,274,403 株 

 
 

※  四半期決算短信は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 

１．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。 

 

２．当社は平成29年６月29日開催の第183期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月

１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施する予定です。なお、株式併合を

考慮しない場合の平成30年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりです。 

（１）平成30年３月期の配当予想 

１株当たり配当金 

第２四半期末 3.5円 

期末         3.5円 

（２）平成30年３月期の連結業績予想 

１株当たり当期純利益 

第２四半期末（累計） 10円61銭 

通期                 28円64銭 
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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１四半期連結累計期間の我が国経済は、企業収益や設備投資に底堅さが見られ、日経平均株価も２万円台を

回復するなど緩やかな回復基調が続くなかで推移しました。耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきまし

ては、国内の自動車向けおよび産業機械などの国内製造業向け鋼材需要は堅調なものの、輸出は前年同月比で減少

が続くなど力強さを欠いており、当第１四半期累計の粗鋼生産は前年同期比では0.5％減少の2,608万トンとなりま

した。

このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、製鋼用耐火物の売上は前年同期比で

横ばいでありましたが、セラミックファイバー等の売上が好調であったことから、売上高243億11百万円（前年同

期比2.3％増）、営業利益14億73百万円（同18.3％増）、経常利益16億12百万円（同27.7％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は７億93百万円（同59.7％増）となりました。

また、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、子会社における国内でのセラミックファイバーの売上が拡大したこと

等により売上高は前年同期比3.2％増の189億74百万円、セグメント利益は17.2％増の14億23百万円となりました。

＜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、売上高は前年同期比0.1％減の47億80百万円、セグメント利益は167.0％

増の１億１百万円となりました。

＜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、売上高は前年同期比5.8％減の５億56百万円、セグメント利益は14.9%

減の２億53百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少を主たる要因として前期末比８億60百万円減少し、

1,056億46百万円となりました。

負債は賞与引当金及び短期借入金、並びに未払法人税等の減少を主たる要因として17億89百万円減少し505億31

百万円となりました。

純資産は利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加を主たる要因として９億29百万円増加し、551億15百

万円となりました。

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月１１日に発表いたしました第２四半期（累計）及び通期業績予想に変更はありません。

また利益配分に関しましても、同日発表の年間配当予想に変更はありません。
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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：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,437 8,710 

受取手形及び売掛金 33,855 32,048 

有価証券 5,304 6,104 

商品及び製品 7,125 7,468 

仕掛品 2,577 2,709 

原材料及び貯蔵品 5,236 5,193 

繰延税金資産 595 430 

その他 743 987 

貸倒引当金 △185 △186 

流動資産合計 64,690 63,466 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 14,824 14,673 

機械装置及び運搬具（純額） 4,943 4,876 

土地 9,484 9,494 

その他（純額） 692 804 

有形固定資産合計 29,944 29,848 

無形固定資産    

その他 375 377 

無形固定資産合計 375 377 

投資その他の資産    

投資有価証券 9,014 9,502 

繰延税金資産 762 735 

その他 1,954 1,950 

貸倒引当金 △234 △234 

投資その他の資産合計 11,497 11,954 

固定資産合計 41,817 42,180 

資産合計 106,507 105,646 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成29年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 13,669 13,409 

短期借入金 13,624 13,176 

1年内償還予定の社債 40 40 

未払法人税等 885 241 

賞与引当金 1,153 511 

その他の引当金 3 11 

その他 7,452 7,781 

流動負債合計 36,828 35,172 

固定負債 

長期借入金 4,852 4,712 

退職給付に係る負債 5,185 5,003 

その他の引当金 426 429 

資産除去債務 157 157 

その他 4,871 5,056 

固定負債合計 15,492 15,359 

負債合計 52,320 50,531 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,300 3,300 

資本剰余金 5,151 5,151 

利益剰余金 37,861 38,278 

自己株式 △5 △5

株主資本合計 46,307 46,723 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,836 2,149 

為替換算調整勘定 449 436 

退職給付に係る調整累計額 △922 △899

その他の包括利益累計額合計 1,363 1,686 

非支配株主持分 6,515 6,704 

純資産合計 54,186 55,115 

負債純資産合計 106,507 105,646 
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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28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 23,765 24,311 

売上原価 19,315 19,683 

売上総利益 4,450 4,628 

販売費及び一般管理費 3,204 3,154 

営業利益 1,246 1,473 

営業外収益    

受取利息 3 4 

受取配当金 80 102 

持分法による投資利益 15 27 

その他 34 62 

営業外収益合計 133 196 

営業外費用    

支払利息 39 31 

為替差損 49 0 

その他 27 25 

営業外費用合計 117 57 

経常利益 1,263 1,612 

特別利益    

固定資産売却益 0 0 

特別利益合計 0 0 

特別損失    

固定資産処分損 21 29 

貸倒引当金繰入額 － 4 

環境対策費 78 － 

特別退職金 8 － 

特別損失合計 108 33 

税金等調整前四半期純利益 1,155 1,579 

法人税、住民税及び事業税 191 237 

法人税等調整額 283 210 

法人税等合計 475 448 

四半期純利益 679 1,130 

非支配株主に帰属する四半期純利益 182 337 

親会社株主に帰属する四半期純利益 496 793 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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28年４月１日 
至 平成28年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
至 平成29年６月30日) 

四半期純利益 679 1,130 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △525 350 

為替換算調整勘定 △285 △34

退職給付に係る調整額 20 20

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 0

その他の包括利益合計 △797 338 

四半期包括利益 △117 1,468 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △222 1,116 

非支配株主に係る四半期包括利益 104 352 
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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）

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１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

（単位：百万円） 

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 18,391 4,783 590 23,765 － 23,765 

セグメント利益(営業利益) 1,215 38 298 1,551 △305 1,246 

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

（単位：百万円） 

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 18,974 4,780 556 24,311 － 24,311

セグメント利益(営業利益) 1,423 101 253 1,779 △305 1,473
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