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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）

 (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 5,272 10.6 333 221.7 356 191.8 207 200.6

22年３月期第１四半期 4,765 △19.2 103 △62.8 122 △62.2 68 △58.7

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

23年３月期第１四半期 9 24 ─ ─

22年３月期第１四半期 3 07 ─ ─

 (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

23年３月期第１四半期 21,377 14,198 66.4 633 22

22年３月期 21,669 14,341 66.2 639 56

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 14,198百万円 22年３月期 14,341百万円

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

22年３月期 ─ ─ 4 00 ─ ─ 5 00 9 00

23年３月期 ─ ─

23年３月期(予想) 5 00 ─ ─ 5 00 10 00

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）
(％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) 9,100 2.5 350 156.0 400 188.6 240 218.7 10 70

通期 18,500 4.0 750 21.9 800 25.9 500 5.8 22 30

Administrator
財務会計基準



 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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、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は終了していま

せん。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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 (            )、除外  ─社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(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) 23年３月期１Ｑ 25,587,421株 22年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,165,026株 22年３月期 3,163,880株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,422,930株 22年３月期１Ｑ 22,425,892株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア向けを中心とした輸出や生産に回復の動き

が見られたものの、ギリシャの財政危機に端を発する欧州金融市場の混乱により、先行きの不透明感が

増しております。国内においても経済対策の効果により企業収益や個人消費に一部持ち直しの動きが見

られたものの、依然として雇用・所得環境は厳しい状況で推移いたしました。  

当社グループは、このような情勢下においても活発な受注活動を展開した結果、当第１四半期連結会

計期間の売上高は52億72百万円となり、前年同四半期に比べ５億６百万円の増収となりました。 

損益面におきましては、コストの削減に努めた結果、営業利益は３億33百万円と前年同四半期に比べ

２億29百万円増加し、経常利益は３億56百万円と前年同四半期に比べ２億34百万円の増加となりまし

た。 

四半期純利益につきましては、２億７百万円と前年同四半期に比べ１億38百万円の増加となりまし

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、当第１四半期連結会計期間の売上高は43億19百万円となりました。 

（エンジニアリング） 

エンジニアリング事業につきましては、当第１四半期連結会計期間の売上高は９億53百万円となりま

した。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、213億77百万円であり、前連結会計年度末に比べ２億91

百万円減少しました。これは主として、受取手形及び売掛金の増加額７億17百万円、原材料及び貯蔵品

の増加額２億93百万円があるものの、現金及び預金４億97百万円の減少、製品２億12百万円の減少、投

資有価証券３億45百万円の減少等によるものであります。  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、71億79百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億48百

万円減少しました。これは主として、短期借入金の増加１億50百万円があるものの、未払法人税等１億

97百万円の減少等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、141億98百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億

42百万円減少しました。これは主として、その他有価証券評価差額金２億39百万円の減少等によるもの

であります。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.4％となり、財政状態は概ね良好である

と判断しております。  

  

当第１四半期の業績は、売上高並びに営業利益、経常利益、当期純利益の各段階で予定を上回る進捗

で推移しました。一方、第２四半期以降については、経済政策効果の一巡、アジア向けの輸出の鈍化、

中国の金融引き締めへの政策変更など不安材料は多く、予測は困難な状況にあります。 

 これらの状況を総合的に判断して、平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14

日に公表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想数値は変更しておりません。 

  

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. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

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 1,354,318 1,851,628

受取手形及び売掛金 8,486,381 7,769,057

製品 2,065,353 2,278,124

仕掛品 337,437 370,759

原材料及び貯蔵品 1,903,500 1,610,135

その他 199,359 315,117

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 14,344,551 14,193,021

固定資産   

有形固定資産 4,853,681 4,937,874

無形固定資産 64,802 65,854

投資その他の資産   

投資有価証券 1,970,473 2,315,897

その他 228,517 245,332

貸倒引当金 △84,442 △88,787

投資その他の資産合計 2,114,548 2,472,442

固定資産合計 7,033,032 7,476,171

資産合計 21,377,583 21,669,193
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（単位：千円）

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 2,655,104 2,525,131

短期借入金 1,100,000 950,000

未払法人税等 33,755 231,202

賞与引当金 135,960 －

役員賞与引当金 5,580 20,100

その他 1,215,752 1,399,415

流動負債合計 5,146,152 5,125,849

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,092,860 1,089,022

その他 340,186 513,104

固定負債合計 2,033,046 2,202,126

負債合計 7,179,199 7,327,975

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 9,978,756 9,883,712

自己株式 △555,833 △555,495

株主資本合計 13,827,908 13,733,203

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 310,981 550,931

為替換算調整勘定 59,493 57,083

評価・換算差額等合計 370,475 608,014

純資産合計 14,198,383 14,341,217

負債純資産合計 21,377,583 21,669,193
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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：千円）

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 4,765,572 5,272,307

売上原価 4,208,359 4,431,300

売上総利益 557,213 841,007

販売費及び一般管理費 453,673 507,926

営業利益 103,539 333,080

営業外収益   

受取利息 1,331 1,784

受取配当金 19,459 25,636

その他 21,809 18,797

営業外収益合計 42,600 46,218

営業外費用   

支払利息 6,019 3,519

デリバティブ評価損 17,039 15,758

その他 865 3,407

営業外費用合計 23,924 22,685

経常利益 122,215 356,613

特別利益   

固定資産売却益 － 121

デリバティブ解約益 9,707 －

特別利益合計 9,707 121

特別損失   

貸倒引当金繰入額 400 －

固定資産除却損 － 12

ゴルフ会員権評価損 400 －

環境対策費 － 39,860

特別損失合計 800 39,872

税金等調整前四半期純利益 131,123 316,861

法人税、住民税及び事業税 4,000 27,000

法人税等調整額 58,215 82,700

法人税等合計 62,215 109,700

少数株主損益調整前四半期純利益 － 207,161

少数株主利益 － －

四半期純利益 68,908 207,161
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該当事項はありません。 

  

  (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。 
  

  １  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、耐火物事業、エンジニアリング事業を基本にして組織が構成されており、各事業単位で国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は「耐火物等」及び「エンジニアリング」の２つを報告セグメントとしております。 

「耐火物等」は、鉄鋼用、非鉄金属用、セメント用、ガラス用、その他窯業用及び環境装置関係炉用

を主とした、塩基性れんが、高アルミナ質れんが、粘土質れんが、珪石れんが等の各材質による耐火れ

んが及び不定形耐火物等を製造販売しております。「エンジニアリング」は、耐火物を使用する各種工

業用窯炉、環境設備等の設計、施工を行っており、必要に応じてメンテナンス工事等を請け負っており

ます。 

  

  ２  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) 

 
  

  ３  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) 

 
 (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。 

  

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

(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 4,319,066 953,241 5,272,307

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － －

計 4,319,066 953,241 5,272,307

セグメント利益 515,340 132,646 647,987

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 647,987

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △314,906

四半期連結損益計算書の営業利益 333,080

(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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