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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 6,929 22.9 433 ― 305 ― 156 ―

23年3月期第2四半期 5,638 10.2 △47 ― △219 ― △289 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 141百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △370百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 6.66 ―

23年3月期第2四半期 △12.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 16,922 5,384 29.3
23年3月期 17,476 5,284 27.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,959百万円 23年3月期  4,842百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

平成24年３月期の期末及び合計の配当金額は未定である。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 13,500 12.2 900 102.6 600 242.4 360 411.2 15.28



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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きを終了していない。 

※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る。業績予想の前提となる条件及び業績予想の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」に記載のとおりである。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 23,606,573 株 23年3月期 23,606,573 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 54,971 株 23年3月期 54,971 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,551,602 株 23年3月期2Q 23,553,051 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災に伴うサプライチェーンの問題が解消に向かい

鉱工業生産は順調な回復基調となった。一方、当社グループの大口需要家である鉄鋼業は粗鋼生産ベースで前年を

下回る状況が続いた。 

  

 このような状況のもと、当社グループは拡販に努めるとともに、経費削減施策を継続し、新たに生産本部を立ち

上げ製造原価の低減を図った。 

  

 その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は69億２千９百万円（前年同期比22.9％増）、営

業利益は４億３千３百万円（前年同期は４千７百万円の営業損失）、経常利益は３億５百万円（前年同期は２億１

千９百万円の経常損失）、四半期純利益は１億５千６百万円（前年同期は２億８千９百万円の四半期純損失）とな

った。 

  

 セグメントの状況は次のとおりである。 

（断熱関連事業） 

 国内鉄鋼業における設備の補修向け等が順調に推移し、自動車部品向けを中心に二次電池製造装置等の製造業向

けも売上を伸ばした。国内の工業炉の施工を扱う部門の需要も前年を上回った。その結果、当第２四半期連結累計

期間の売上高は60億６千８百万円（前年同期比25.2％増）となった。 

  

（その他事業） 

 住宅用燃焼機器は震災直後に需要が急増したが、その後前年並みとなった。集成材等の需要は順調に推移した。

機能性セラミックスの需要は震災後しばらく低迷したが、後半はサプライチェーンの回復に伴い前年並みとなっ

た。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は８億６千万円（前年同期比8.6％増）となった。  

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月11日に公表した通期の連結業績予想を修正している。なお詳細については、本日（平成23年11月４

日）公表している「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりである。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,505 1,850

受取手形及び売掛金 3,603 3,784

商品及び製品 1,321 1,612

仕掛品 298 194

原材料及び貯蔵品 410 470

繰延税金資産 184 179

その他 365 366

貸倒引当金 △8 △2

流動資産合計 8,680 8,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,832 1,787

機械装置及び運搬具（純額） 1,853 1,661

土地 2,286 2,287

その他（純額） 205 273

有形固定資産合計 6,177 6,010

無形固定資産   

のれん 423 370

その他 267 249

無形固定資産合計 690 620

投資その他の資産   

投資有価証券 782 704

繰延税金資産 782 793

その他 489 440

貸倒引当金 △126 △102

投資その他の資産合計 1,927 1,835

固定資産合計 8,795 8,466

資産合計 17,476 16,922



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,129 1,361

短期借入金 6,902 5,861

未払法人税等 260 137

賞与引当金 194 189

環境対策引当金 13 1

その他 559 547

流動負債合計 9,059 8,099

固定負債   

長期借入金 1,955 2,250

退職給付引当金 900 904

その他の引当金 49 51

その他 226 231

固定負債合計 3,132 3,438

負債合計 12,191 11,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,196 3,196

資本剰余金 2,254 2,254

利益剰余金 △115 41

自己株式 △10 △10

株主資本合計 5,324 5,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 105 51

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △586 △573

その他の包括利益累計額合計 △481 △521

少数株主持分 441 425

純資産合計 5,284 5,384

負債純資産合計 17,476 16,922



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,638 6,929

売上原価 4,146 4,860

売上総利益 1,491 2,069

販売費及び一般管理費 1,539 1,635

営業利益又は営業損失（△） △47 433

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 7 8

受取賃貸料 10 9

持分法による投資利益 12 33

その他 19 34

営業外収益合計 53 90

営業外費用   

支払利息 83 80

為替差損 59 70

租税公課 15 2

その他 66 64

営業外費用合計 225 218

経常利益又は経常損失（△） △219 305

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除却損 1 6

減損損失 0 0

特別損失合計 2 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△218 298

法人税、住民税及び事業税 73 100

法人税等調整額 △22 18

法人税等合計 51 119

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△270 178

少数株主利益 19 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） △289 156



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△270 178

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 △53

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △56 11

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 4

その他の包括利益合計 △99 △36

四半期包括利益 △370 141

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △374 116

少数株主に係る四半期包括利益 4 25



 該当事項はない。  

  

  

 該当事項はない。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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