
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 5,031 △4.9 156 △58.7 222 △48.7 145 △46.4
25年３月期第１四半期 5,288 △4.1 378 △12.7 432 △9.6 271 △8.0

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 316百万円( 66.1％) 25年３月期第１四半期 190百万円(△32.6％)

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

26年３月期第１四半期 6.5 ―
25年３月期第１四半期 12.13 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 21,877 16,509 75.5
25年３月期 21,926 16,305 74.4

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 16,509百万円 25年３月期 16,305百万円

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

25年３月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 10,000 △4.2 550 △28.6 600 △27.3 370 △2.8 16.51
通期 20,400 0.2 1,150 △20.2 1,250 △19.6 770 △9.7 34.35

(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

（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

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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) 26年３月期１Ｑ 25,587,421株 25年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 3,173,989株 25年３月期 3,173,789株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 22,413,465株 25年３月期１Ｑ 22,415,709株

※ 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。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。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀一体となった財政・金融政策等によ

り、円安・株高基調で推移し、輸出型企業を中心に収益の好転が見られました。しかし、当社グループ

も含めた内需型の製造業は、円安や電気料金引き上げにより上昇したコストを転嫁することは難しく、

直面する事業環境は大変厳しい状況が続いてまいりました。 

当社グループは、このような情勢下においても積極的な受注活動を展開するとともに、コスト削減や

品質向上および新製品の開発に取り組んでまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は50億

31百万円と前年同四半期に比べ２億57百万円の減収となり、営業利益は１億56百万円と前年同四半期に

比べ２億22百万円減少し、経常利益は２億22百万円と前年同四半期に比べ２億10百万円の減少となりま

した。 

四半期純利益につきましては、１億45百万円と前年同四半期に比べ１億26百万円の減少となりまし

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１四半期連結累計期間の売上高は41億47百万円となり、前年同四

半期に比べ３億39百万円の減収、セグメント利益は３億55百万円となり、前年同四半期に比べ２億28百

万円の減少となりました。 

（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１四半期連結累計期間の売上高は８億83百万円となり、

前年同四半期に比べ81百万円の増収、セグメント利益は１億31百万円となり、前年同四半期に比べ25百

万円の増加となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、218億77百万円であり、前連結会計年度に比べ49百万円減

少しました。これは主として、受取手形及び売掛金の増加２億50百万円、投資有価証券の増加１億51百

万円等があるものの、現金及び預金の減少４億28百万円等によるものであります。  

 当第１四半期連結会計期間の負債合計は、53億67百万円であり、前連結会計年度に比べ２億54百万円

減少しました。これは主として、繰延税金負債の増加57百万円等があるものの、未払法人税等の減少２

億77百万円等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、165億９百万円であり、前連結会計年度に比べ２億４百

万円増加しました。これは主として、その他有価証券評価差額金の増加98百万円、為替換算調整勘定の

増加70百万円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の自己資本比率は75.5％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。  

  

連結業績予想につきましては、第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況及び 近の経営環境

等を踏まえ、平成25年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更

はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,113,901 1,685,538

受取手形及び売掛金 8,767,314 9,017,453

製品 2,138,413 2,121,954

仕掛品 309,448 319,986

原材料及び貯蔵品 1,667,839 1,717,230

その他 290,300 214,451

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,285,417 15,074,814

固定資産   

有形固定資産 4,358,055 4,367,921

無形固定資産 58,541 61,296

投資その他の資産   

投資有価証券 2,092,433 2,243,444

その他 192,251 197,045

貸倒引当金 △59,795 △67,375

投資その他の資産合計 2,224,888 2,373,115

固定資産合計 6,641,486 6,802,332

資産合計 21,926,904 21,877,147
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,389,905 2,434,861

未払法人税等 287,009 9,368

賞与引当金 － 136,260

役員賞与引当金 22,400 5,580

その他 1,452,025 1,240,996

流動負債合計 4,151,340 3,827,066

固定負債   

退職給付引当金 1,060,020 1,079,086

その他 410,429 461,181

固定負債合計 1,470,449 1,540,268

負債合計 5,621,790 5,367,334

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 11,768,177 11,801,881

自己株式 △558,740 △558,799

株主資本合計 15,614,422 15,648,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 627,031 725,437

繰延ヘッジ損益 － 1,894

為替換算調整勘定 63,660 134,412

その他の包括利益累計額合計 690,691 861,744

純資産合計 16,305,113 16,509,813

負債純資産合計 21,926,904 21,877,147
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,288,536 5,031,284

売上原価 4,404,432 4,340,431

売上総利益 884,104 690,852

販売費及び一般管理費 505,682 534,745

営業利益 378,422 156,106

営業外収益   

受取利息 1,670 2,766

受取配当金 26,293 27,656

為替差益 15,320 22,776

その他 14,113 15,753

営業外収益合計 57,398 68,951

営業外費用   

支払利息 1,995 653

デリバティブ評価損 － 1,405

その他 1,309 963

営業外費用合計 3,304 3,022

経常利益 432,516 222,036

特別利益   

投資有価証券売却益 － 15,300

特別利益合計 － 15,300

特別損失   

固定資産除却損 347 0

投資有価証券評価損 7,089 －

特別損失合計 7,437 0

税金等調整前四半期純利益 425,079 237,336

法人税、住民税及び事業税 56,000 3,000

法人税等調整額 97,224 88,564

法人税等合計 153,224 91,564

少数株主損益調整前四半期純利益 271,855 145,772

少数株主利益 － －

四半期純利益 271,855 145,772
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,855 145,772

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △141,721 98,406

繰延ヘッジ損益 － 1,894

為替換算調整勘定 60,575 70,752

その他の包括利益合計 △81,145 171,053

四半期包括利益 190,709 316,825

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 190,709 316,825

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．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 

   
２．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。 

（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 4,486,736 801,799 5,288,536

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 4,486,736 801,799 5,288,536

セグメント利益 584,118 106,241 690,360

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 690,360

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △311,937

四半期連結損益計算書の営業利益 378,422
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．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 

   
２．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。 
  

(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 4,147,591 883,692 5,031,284

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 4,147,591 883,692 5,031,284

セグメント利益 355,804 131,855 487,659

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 487,659

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △331,553

四半期連結損益計算書の営業利益 156,106

（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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