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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 5,406 △3.2 497 15.8 533 29.3 353 24.9

29年３月期第１四半期 5,587 1.4 429 23.7 412 4.5 283 7.2
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 486百万円( 532.4％) 29年３月期第１四半期 76百万円(△85.1％)
　

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 16.09 －

29年３月期第１四半期 12.87 －
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 26,519 20,105 75.8

29年３月期 26,432 19,728 74.6
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 20,105百万円 29年３月期 19,728百万円
　　

　

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 － 5.00 － 5.00 10.00

30年３月期 －

30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) 10,600 △2.7 650 △20.3 700 △10.5 475 △9.0 21.61

通期 21,200 △4.7 1,300 △32.1 1,400 △30.5 950 △30.9 43.22
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 30年３月期１Ｑ 25,587,421株 29年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 3,607,754株 29年３月期 3,607,554株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 21,979,767株 29年３月期１Ｑ 21,983,897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
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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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における日本経済の状況は、企業収益の改善が進み、堅調な雇用環境を背景に、緩や

かな景気回復基調となりました。

　一方、世界経済は、欧米とも底堅く好調に推移しましたが、米国トランプ大統領の政権運営やアジアにおける地

政学的リスクの高まりなど、先行きの読みにくい状態が続きました。

このような状況のなか、当社グループは、お客様のニーズをとらえた新製品の開発及び国内外への積極的な営業

展開、品質第一とした構造改革の推進と一層の生産効率化等に鋭意取り組んでまいりました。そして、中国子会社

につきましては輸出の拡大、高付加価値品や不定形耐火物の拡販などの体質改善に取り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は54億６百万円と前年同四半期に比べ１億81百万円の減収となり、

営業利益は４億97百万円と前年同四半期に比べ67百万円増加し、経常利益は５億33百万円と前年同四半期に比べ１

億20百万円の増加となりました。

親会社株主に帰属する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70百万円の増加となり

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１四半期連結累計期間の売上高は43億44百万円となり、前年同四半期に比べ

２億22百万円の減収、セグメント利益は６億31百万円となり、前年同四半期に比べ75百万円の増加となりました。

（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10億61百万円となり、前年同四半

期に比べ41百万円の増収、セグメント利益は１億86百万円となり、前年同四半期に比べ２百万円の減少となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、265億19百万円であり、前連結会計年度に比べ87百万円増加しました。

これは主として、現金及び預金の減少７億87百万円、電子記録債権の減少２億43百万円等があるものの、原材料及

び貯蔵品の増加７億80百万円、製品の増加３億62百万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、64億14百万円であり、前連結会計年度に比べ２億89百万円減少しまし

た。これは主として、買掛金の増加１億44百万円、賞与引当金の増加１億21百万円等があるものの、未払法人税等

の減少３億71百万円、未払費用の減少２億３百万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、201億５百万円であり、前連結会計年度に比べ３億76百万円増加しま

した。これは主として、利益剰余金の増加２億43百万円、その他有価証券評価差額金の増加１億64百万円等による

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75.8％となり、財政状態は概ね良好であると判断してお

ります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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最近の経営環境等を踏まえ、

平成29年５月12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。
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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：千円)

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 5,300,881 4,513,398

受取手形及び売掛金 8,868,190 8,706,740

電子記録債権 1,063,232 820,127

製品 1,996,905 2,359,384

仕掛品 461,031 451,246

原材料及び貯蔵品 1,553,041 2,334,016

その他 195,425 135,348

貸倒引当金 △4,726 △3,702

流動資産合計 19,433,981 19,316,558

固定資産

有形固定資産 4,313,341 4,283,802

無形固定資産 44,647 41,912

投資その他の資産

投資有価証券 2,543,110 2,780,261

その他 118,841 118,288

貸倒引当金 △21,724 △21,295

投資その他の資産合計 2,640,227 2,877,254

固定資産合計 6,998,216 7,202,969

資産合計 26,432,198 26,519,527
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(単位：千円)

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

買掛金 1,616,227 1,760,606

電子記録債務 1,422,187 1,363,092

未払法人税等 494,245 122,496

賞与引当金 － 121,200

役員賞与引当金 21,900 5,496

その他 1,466,162 1,297,117

流動負債合計 5,020,722 4,670,008

固定負債

退職給付に係る負債 1,407,201 1,403,770

その他 275,538 340,519

固定負債合計 1,682,740 1,744,289

負債合計 6,703,462 6,414,298

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 14,909,440 15,153,169

自己株式 △692,350 △692,424

株主資本合計 18,622,075 18,865,730

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 997,510 1,162,224

繰延ヘッジ損益 △47 307

為替換算調整勘定 236,028 198,539

退職給付に係る調整累計額 △126,830 △121,572

その他の包括利益累計額合計 1,106,660 1,239,498

純資産合計 19,728,736 20,105,229

負債純資産合計 26,432,198 26,519,527
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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 5,587,985 5,406,537

売上原価 4,627,645 4,366,873

売上総利益 960,340 1,039,663

販売費及び一般管理費 531,163 542,528

営業利益 429,176 497,134

営業外収益

受取利息 4,025 1,751

受取配当金 25,646 30,649

不動産賃貸料 5,118 4,816

その他 3,216 5,610

営業外収益合計 38,006 42,827

営業外費用

支払利息 321 192

為替差損 53,643 5,438

その他 777 1,126

営業外費用合計 54,742 6,757

経常利益 412,440 533,204

特別利益

固定資産売却益 21 18

特別利益合計 21 18

特別損失

固定資産除却損 791 1,538

特別損失合計 791 1,538

税金等調整前四半期純利益 411,670 531,685

法人税、住民税及び事業税 66,588 107,467

法人税等調整額 62,066 70,590

法人税等合計 128,654 178,057

四半期純利益 283,016 353,627

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 283,016 353,627
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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 283,016 353,627

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △135,220 164,713

繰延ヘッジ損益 △16,103 355

為替換算調整勘定 △60,536 △37,489

退職給付に係る調整額 5,761 5,258

その他の包括利益合計 △206,098 132,838

四半期包括利益 76,917 486,466

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,917 486,466

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

Ⅰ 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)

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

(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 4,567,700 1,020,284 5,587,985

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 4,567,700 1,020,284 5,587,985

セグメント利益 556,704 189,094 745,799

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 745,799

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △316,622

四半期連結損益計算書の営業利益 429,176

　(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。
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Ⅱ 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)

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

(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 4,344,885 1,061,651 5,406,537

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 4,344,885 1,061,651 5,406,537

セグメント利益 631,965 186,762 818,727

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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 818,727

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △321,593

四半期連結損益計算書の営業利益 497,134

　(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。

決算短信（宝印刷） 2017年08月04日 15時37分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


