
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  49,197  △4.7  2,573  △16.0  2,586  △13.1  742  △53.8

24年３月期第２四半期  51,620  5.8  3,065  25.9  2,977  28.2  1,605  14.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 700百万円 （ ％） △18.2   24年３月期第２四半期 856百万円 （ ％） 231.5

  
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 

25年３月期第２四半期  7.87  －

24年３月期第２四半期  17.02  －

  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 

25年３月期第２四半期  103,085  38,962  33.4  365.23

24年３月期  106,489  38,608  32.1  362.23

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 34,435百万円   24年３月期 34,153百万円 

  
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 

24年３月期  －  2.50  －  2.50  5.00

25年３月期  －  2.50       

25年３月期（予想）      －  2.50  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無   

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  100,300  △2.7  5,500  △8.3  5,300  △9.6  2,170  8.6  23.02

（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 

新規      －社  （社名）                        、除外      －社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

につきましては、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

（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が実施中で

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有   

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   

③  会計上の見積りの変更                        ： 有   

④  修正再表示                                  ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 94,293,663株 24年３月期 94,293,663株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 9,184株 24年３月期 8,164株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 94,284,964株 24年３月期２Ｑ 94,287,818株 



（参考）平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

   

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  69,200  0.7  3,700  △13.1  4,100  △10.3  1,760  △13.9  18.67

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 
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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我が国経済は、東北地方を中心とした復興関連投資および自動車販売の増加

などに支えられ第１四半期までは緩やかな成長が見られたものの、中国・インドを始めとした新興国の景気減速を

受け、第２四半期末にかけて停滞感が広まる中で推移いたしました。 

 耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界におきましては、自動車関連需要が堅調であったことを受け、上半期

の粗鋼生産は前年同期比2.7％増加の5,476万トンとなりました。 

 このような状況の中、当社のセグメント別の業績は以下のとおりとなりました。 

＜耐火物及び関連製品＞   

 耐火物及び関連製品事業におきましては、国内向けの販売増があったものの、欧州の経済情勢に加え中国の景気

減速の影響から海外向け売上高が減少し、売上高は前年同四半期比4.5％減の363億82百万円、セグメント利益も前

年同四半期比7.8％減の24億81百万円となりました。 

＜エンジニアリング＞  

 エンジニアリング事業におきましては、高炉・熱風炉等建設工事の減少によって売上高は前年同四半期比4.7％

減の115億10百万円、セグメント利益も前年同四半期比36.8％減の１億64百万円となりました。 

＜不動産・レジャー等＞  

 不動産・レジャー等事業におきましては、売上高は前年同四半期比10.1％減の13億３百万円、セグメント利益も

前年同四半期比18.7％減の５億54百万円となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金並びに投資有価証券評価額の減少を主たる要因として前

連結会計年度末に比べ34億３百万円減少し、1,030億85百万円となりました。 

 負債は支払手形及び買掛金並びに１年内返済長期借入金等の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ37

億58百万円減少し641億23百万円となりました。 

 純資産は利益剰余金の増加を主たる要因として前連結会計年度末に比べ３億54百万円増加し389億62百万円とな

りました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の業績予想につきましては、投資有価証券の評価損が発生したことにより平成24年５月10日

に発表いたしました業績予想の修正値を、売上高1,003億円（前回発表値1,033億円）、営業利益55億円（同57億

円）、経常利益53億円（同55億円）、当期純利益21億70百万円（同30億円）にそれぞれ修正いたします。 

 平成25年３月期通期の個別業績予想につきましても同様に、売上高692億円（前回発表値704億円）、営業利益37

億円（同36億50百万円）、経常利益41億円（同40億円）、当期純利益17億60百万円（同25億円）にそれぞれ修正い

たします。 

 また利益配分に関しましては、同日発表の年間配当予想に変更はありません。 

      

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ11百万円増加しております。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,790 8,502 

受取手形及び売掛金 31,368 30,552 

有価証券 3,702 3,700 

商品及び製品 7,269 7,572 

仕掛品 2,676 2,643 

原材料及び貯蔵品 6,853 5,979 

繰延税金資産 561 630 

その他 942 1,514 

貸倒引当金 △23 △23 

流動資産合計 63,141 61,072 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,106 16,910 

機械装置及び運搬具（純額） 4,846 4,809 

土地 10,021 10,017 

その他（純額） 801 749 

有形固定資産合計 32,777 32,487 

無形固定資産   

のれん 317 264 

その他 479 464 

無形固定資産合計 797 728 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,010 6,474 

繰延税金資産 743 737 

その他 1,230 1,788 

貸倒引当金 △211 △202 

投資その他の資産合計 9,773 8,797 

固定資産合計 43,347 42,013 

資産合計 106,489 103,085 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,575 15,567 

短期借入金 24,371 23,260 

1年内償還予定の社債 100 180 

未払法人税等 842 498 

賞与引当金 1,089 1,066 

その他の引当金 147 139 

その他 4,081 4,459 

流動負債合計 48,207 45,172 

固定負債   

社債 2,400 2,670 

長期借入金 4,423 3,704 

退職給付引当金 5,773 5,858 

その他の引当金 954 815 

負ののれん 418 333 

資産除去債務 157 157 

その他 5,546 5,411 

固定負債合計 19,673 18,950 

負債合計 67,881 64,123 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300 

資本剰余金 5,041 5,041 

利益剰余金 25,603 26,110 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 33,943 34,449 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 561 289 

繰延ヘッジ損益 － 0 

為替換算調整勘定 △352 △304 

その他の包括利益累計額合計 209 △14 

少数株主持分 4,454 4,526 

純資産合計 38,608 38,962 

負債純資産合計 106,489 103,085 



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 51,620 49,197 

売上原価 42,491 40,516 

売上総利益 9,129 8,680 

販売費及び一般管理費 6,064 6,107 

営業利益 3,065 2,573 

営業外収益   

受取利息 16 8 

受取配当金 96 65 

保険配当金 74 76 

負ののれん償却額 84 84 

持分法による投資利益 33 10 

その他 103 134 

営業外収益合計 410 380 

営業外費用   

支払利息 271 220 

為替差損 104 71 

その他 123 75 

営業外費用合計 498 367 

経常利益 2,977 2,586 

特別利益   

固定資産売却益 54 16 

特別利益合計 54 16 

特別損失   

固定資産処分損 18 3 

投資有価証券評価損 0 1,081 

会員権評価損 0 0 

減損損失 7 54 

環境対策費 － 52 

災害による損失 306 － 

特別損失合計 334 1,192 

税金等調整前四半期純利益 2,697 1,411 

法人税、住民税及び事業税 820 533 

法人税等調整額 162 △42 

法人税等合計 982 490 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,714 920 

少数株主利益 109 178 

四半期純利益 1,605 742 



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,714 920 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △941 △296 

繰延ヘッジ損益 0 0 

為替換算調整勘定 77 69 

持分法適用会社に対する持分相当額 4 6 

その他の包括利益合計 △858 △219 

四半期包括利益 856 700 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 768 521 

少数株主に係る四半期包括利益 88 179 



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

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 

前第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） 

（単位：百万円）

  

当第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） 

（単位：百万円）

   

（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

（５）セグメント情報等

  
耐火物及び 
関連製品 

エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 

売上高  38,094  12,075  1,451  51,620 －  51,620

セグメント利益（営業利益）  2,690  259  681  3,631  △566  3,065

  
耐火物及び 
関連製品 

エンジニア
リング 

不動産・ 
レジャー等 

合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 

売上高  36,382  11,510  1,303  49,197 －  49,197

セグメント利益（営業利益）  2,481  164  554  3,200  △626  2,573
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