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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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２四半期 10,162 △2.7 340 △55.9 447 △45.8 353 △7.0
25年３月期第２四半期 10,441 △4.3 770 2.8 825 4.1 380 △17.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 711百万円( 135.2％) 25年３月期第２四半期 302百万円(△19.7％)

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

26年３月期第２四半期 15.79 －
25年３月期第２四半期 16.98 －

（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２四半期 22,521 16,904 75.1
25年３月期 21,926 16,305 74.4

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 16,904百万円 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 － 4.00

26年３月期(予想) － 5.00 9.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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

通期 20,100 △1.3 700 △51.4 830 △46.6 650 △23.7 29.00
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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２Ｑ 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２Ｑ 3,174,629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２Ｑ 22,413,182株 25年３月期２Ｑ 22,415,565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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による財政・金融政策等により、円安・株高

が継続し、一部の輸出企業を中心に企業業績の改善がみられました。一方で、当社も含めた内需型の製

造業は、円安による輸入諸資材価格の上昇により、事業環境は大変厳しい状況が続きました。 

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２四半期連結累計期間の売上高は101

億62百万円と前年同四半期に比べ２億79百万円の減収となり、営業利益は３億40百万円と前年同四半期

に比べ４億30百万円減少し、経常利益は４億47百万円と前年同四半期に比べ３億78百万円の減少となり

ました。 

四半期純利益につきましては、３億53百万円と前年同四半期に比べ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２四半期連結累計期間の売上高は86億22百万円となり、前年同四

半期に比べ２億98百万円の減収、セグメント利益は７億58百万円となり、前年同四半期に比べ４億98百

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２四半期連結累計期間の売上高は15億40百万円となり、

前年同四半期に比べ19百万円の増収、セグメント利益は１億91百万円となり、前年同四半期に比べ６百

万円の減少となりました。 

  

①財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間の資産合計は、225億21百万円であり、前連結会計年度に比べ５億94百万

円増加しました。これは主として、製品の減少３億62百万円があるものの、現金及び預金の増加３億66

百万円、投資有価証券の増加３億27百万円等によるものであります。  

 当第２四半期連結会計期間の負債合計は、56億17百万円であり、前連結会計年度に比べ４百万円減少

しました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加１億57百万円があるものの、未払法人税等の減

少１億44百万円等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間の純資産合計は、169億４百万円であり、前連結会計年度に比べ５億98百

万円増加しました。これは主として、利益剰余金の増加２億41百万円、その他有価証券評価差額金の増

加２億25百万円等によるものであります。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間の自己資本比率は75.1％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。  

  

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
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②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は24億80百万円となり、前第２四半

期連結会計期間末より９億８百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は７億４百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間比３億35百万円の減少）。これは主に、法人税等の支払額２億59百万円、売

上債権の増加額１億38百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前四半期純利益５億14百万円、

たな卸資産の減少額４億18百万円等の増加要因によるものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての獲得した資金の減少は、たな卸資産が減少したものの、仕入

債務の増加額及び税金等調整前当期純利益が減少したことが主な要因であります。  

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は２億96百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間比79百万円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億96百

万円等によるものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての使用した資金の増加は、有形固定資産の取得による支出が増

加したことが主な要因であります。  

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は１億23百万円となりました（前

第２四半期連結累計期間比２億49百万円の減少）。これは主に、配当金の支払額１億12百万円等によ

るものであります。  

 前第２四半期連結累計期間に比べての使用した資金の減少は、長期借入金の返済による支出が減少

したことが主な要因であります。  

  

通期の連結業績予想につきましては、第２四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通期の連結業績予想を修正いたしました。詳

細につきましては、本日（平成25年11月８日）公表の「第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値

との差異、通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

  

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。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,113,901 2,480,375

受取手形及び売掛金 8,767,314 8,835,989

製品 2,138,413 1,775,558

仕掛品 309,448 391,438

原材料及び貯蔵品 1,667,839 1,575,978

その他 290,300 357,151

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,285,417 15,414,692

固定資産   

有形固定資産 4,358,055 4,496,469

無形固定資産 58,541 63,206

投資その他の資産   

投資有価証券 2,092,433 2,420,411

その他 192,251 148,579

貸倒引当金 △59,795 △21,728

投資その他の資産合計 2,224,888 2,547,263

固定資産合計 6,641,486 7,106,939

資産合計 21,926,904 22,521,632
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,389,905 2,547,233

未払法人税等 287,009 142,251

賞与引当金 － 297,470

役員賞与引当金 22,400 11,160

その他 1,452,025 1,021,546

流動負債合計 4,151,340 4,019,662

固定負債   

退職給付引当金 1,060,020 1,080,482

その他 410,429 517,472

固定負債合計 1,470,449 1,597,955

負債合計 5,621,790 5,617,618

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 12,010,011

自己株式 △558,740 △558,997

株主資本合計 15,614,422 15,855,999

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 627,031 852,500

繰延ヘッジ損益 － △2,496

為替換算調整勘定 63,660 198,010

その他の包括利益累計額合計 690,691 1,048,014

純資産合計 16,305,113 16,904,014

負債純資産合計 21,926,904 22,521,632
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,441,844 10,162,717

売上原価 8,596,294 8,779,678

売上総利益 1,845,550 1,383,039

販売費及び一般管理費 1,074,711 1,043,013

営業利益 770,839 340,026

営業外収益   

受取利息 3,314 5,659

受取配当金 27,465 28,667

為替差益 － 45,641

不動産賃貸料 13,258 13,041

その他 17,467 17,559

営業外収益合計 61,506 110,570

営業外費用   

支払利息 5,122 1,204

デリバティブ評価損 － 708

その他 1,765 1,555

営業外費用合計 6,887 3,469

経常利益 825,457 447,127

特別利益   

固定資産売却益 － 196

投資有価証券売却益 － 67,393

特別利益合計 － 67,589

特別損失   

固定資産除却損 347 0

投資有価証券評価損 133,978 －

特別損失合計 134,325 0

税金等調整前四半期純利益 691,131 514,717

法人税、住民税及び事業税 331,000 130,000

法人税等調整額 △20,545 30,815

法人税等合計 310,454 160,815

少数株主損益調整前四半期純利益 380,677 353,901

少数株主利益 － －

四半期純利益 380,677 353,901
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 380,677 353,901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105,023 225,469

繰延ヘッジ損益 － △2,496

為替換算調整勘定 26,680 134,350

その他の包括利益合計 △78,342 357,323

四半期包括利益 302,334 711,224

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 302,334 711,224

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 691,131 514,717

減価償却費 298,009 286,980

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,400 △43,766

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,720 20,462

賞与引当金の増減額（△は減少） － 297,470

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,240 △11,240

受取利息及び受取配当金 △30,779 △34,327

支払利息 5,122 1,204

固定資産売却損益（△は益） － △196

固定資産除却損 347 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △67,393

投資有価証券評価損益（△は益） 133,978 －

売上債権の増減額（△は増加） △79,352 △138,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,845 418,235

仕入債務の増減額（△は減少） 437,440 173,191

その他 7,170 △486,186

小計 1,436,303 930,399

利息及び配当金の受取額 30,779 34,327

利息の支払額 △5,122 △1,204

法人税等の支払額 △422,440 △259,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,039,520 704,109

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 7,700

有形固定資産の取得による支出 △211,700 △396,923

投資有価証券の取得による支出 △4,762 △4,348

投資有価証券の売却による収入 － 97,528

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,463 △296,043

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △331 △256

配当金の支払額 △112,535 △112,083

その他 △10,543 △11,225

財務活動によるキャッシュ・フロー △373,410 △123,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,854 81,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,501 366,474

現金及び現金同等物の期首残高 1,118,157 2,113,901

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,571,658 2,480,375
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  該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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。 

  

（４）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)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(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 8,920,558 1,521,286 10,441,844

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 8,920,558 1,521,286 10,441,844

セグメント利益 1,256,774 198,356 1,455,130

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,455,130

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △684,291

四半期連結損益計算書の営業利益 770,839
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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。 

  

(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 8,622,116 1,540,600 10,162,717

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 8,622,116 1,540,600 10,162,717

セグメント利益 758,527 191,408 949,936

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 949,936

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △609,909

四半期連結損益計算書の営業利益 340,026
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