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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,560 △14.6 277 △57.4 256 △63.3 △268 ―
24年3月期第1四半期 5,339 7.8 651 48.4 699 86.0 400 51.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △324百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 403百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △5.98 ―
24年3月期第1四半期 8.92 ―

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1四半期 30,960 22,376 64.8 446.21
24年3月期 31,559 22,745 64.5 453.26
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 20,052百万円 24年3月期 20,370百万円

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 ： 無

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 ― 1.00 ― 1.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 1.00 ― 1.00 2.00

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）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 9,500 △5.1 400 △56.5 500 △41.0 △90 ― △2.00
通期 19,000 △2.4 800 △43.5 1,000 △37.6 280 △56.9 6.23



(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 ： 有
（注）詳細は、添付資料3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）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
半期報告書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
本資料に記述されている業績見通し等に関する記述は、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。なお、業績予想に関する事項は添付資料2ページをご参照ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 ： 無
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1Q 45,477,000 株 24年3月期 45,477,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 536,945 株 24年3月期 536,132 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 44,940,486 株 24年3月期1Q 44,950,443 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧・復興に伴う需要等があるものの、欧州

における金融不安とそれに伴う円高の継続、中国をはじめとする新興国の成長鈍化などにより、依然として先行き

不透明な状況が続きました。

このような環境のもと、当社グループは品質第一の考えのもとで売上増強と収益向上に全力で取り組んでまいり

ました。基幹製品の販売拡大や新商品の販売に地道に取り組むとともに、コスト削減等、経営の合理化も進めてま

いりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間においては、次のとおりの経営成績となりました。

売上高は45億60百万円（前年同期比14.6％減）、利益面では、営業利益は2億77百万円（前年同期比57.4％減）、

経常利益は2億56百万円（前年同期比63.3％減）、四半期純損益は2億68百万円の損失（前年同期は4億円の純利益）

となりました。

セグメントの業績は、次の通りであります。

①日本

国内の売上高は34億51百万円（前年同期比19.8％減）となりました。また、営業利益は2億45百万円（前年同期比

59.7％減）となりました。

②北米

北米の売上高は4億32百万円（前年同期比12.7％増）となりました。また、営業損益は9百万円の損失（前年同期

は7百万円の損失）となりました。

③ヨーロッパ

ヨーロッパの売上高は3億98百万円（前年同期比4.7％減）となりました。また、営業利益は26百万円（前年同期

比49.9％増）となりました。

④アジア

アジアの売上高は1億34百万円（前年同期比3.9％減）となりました。また、営業利益は31百万円（前年同期比

4.2％減）となりました。

⑤その他

その他の売上高は1億43百万円（前年同期比52.7％増）となりました。また、営業利益は32百万円（前年同期比

11.0％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、65百万円増加し、173億91百万円となりました。 その主な要因は現

金及び預金の増加（4億36百万円）及び、受取手形及び売掛金の減少（3億14百万円）によるものであります。

（固定資産）

固定資産の残高は前連結会計年度末に比べ、6億64百万円減少し、135億69百万円となりました。 その主な要因

は、投資有価証券の減少（5億48百万円）によるものであります。

（負債）

負債の残高は前連結会計年度末に比べ、2億29百万円減少し、85億84百万円となりました。 その主な要因は、賞

与引当金の増加（2億36百万円）及び、支払手形及び買掛金の減少（2億69百万円）、未払法人税等の減少（2億8百

万円）によるものであります。

（純資産）

純資産の残高は前連結会計年度末に比べ、3億69百万円減少し、223億76百万円となりました。 その主な要因は、

利益剰余金の減少（3億13百万円）によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年5月18日に公表いたしました連結業績予想につきましては、本日（平成24年8月10日）に公表の「平成25

年3月期第１四半期投資有価証券評価損及び業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。

詳細は同資料をご参照ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。

この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,398,304 4,835,240

受取手形及び売掛金 6,646,333 6,331,846

製品及び外注品 2,766,096 2,644,930

仕掛品 1,241,117 1,265,746

原材料及び貯蔵品 2,014,156 1,923,210

その他 290,693 419,035

貸倒引当金 △31,203 △28,745

流動資産合計 17,325,498 17,391,264

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,143,614 2,111,523

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 1,497,837 1,438,267

土地 4,848,912 4,844,044

その他（純額） 270,354 276,391

有形固定資産合計 8,760,719 8,670,226

無形固定資産 78,388 76,627

投資その他の資産

投資有価証券 5,125,761 4,577,760

その他 349,480 325,511

貸倒引当金 △80,845 △80,845

投資その他の資産合計 5,394,396 4,822,426

固定資産合計 14,233,503 13,569,280

資産合計 31,559,002 30,960,545
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,364,291 1,094,866

短期借入金 4,422,309 4,361,009

未払法人税等 301,841 93,440

賞与引当金 338,248 574,409

その他 590,610 636,150

流動負債合計 7,017,301 6,759,876

固定負債

繰延税金負債 49,331 65,473

退職給付引当金 1,072,145 1,076,558

役員退職慰労引当金 604,466 612,947

その他 70,257 69,606

固定負債合計 1,796,200 1,824,586

負債合計 8,813,502 8,584,462

純資産の部

株主資本

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 15,239,316 14,925,538

自己株式 △114,382 △114,529

株主資本合計 19,985,617 19,671,692

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 460,519 490,537

為替換算調整勘定 △76,110 △109,360

その他の包括利益累計額合計 384,409 381,176

少数株主持分 2,375,472 2,323,214

純資産合計 22,745,500 22,376,082

負債純資産合計 31,559,002 30,960,545
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 5,339,412 4,560,959

売上原価 3,885,711 3,470,660

売上総利益 1,453,700 1,090,299

販売費及び一般管理費 802,145 812,765

営業利益 651,554 277,533

営業外収益

受取利息 1,812 893

受取配当金 68,953 53,493

その他 32,379 33,331

営業外収益合計 103,145 87,717

営業外費用

支払利息 11,158 7,670

為替差損 43,002 100,239

その他 1,251 530

営業外費用合計 55,411 108,441

経常利益 699,288 256,809

特別利益

固定資産売却益 1,050 1,069

投資有価証券売却益 7,450 －

特別利益合計 8,500 1,069

特別損失

固定資産除却損 1,498 637

投資有価証券評価損 － 595,549

特別損失合計 1,498 596,187

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（△）

706,291 △338,308

法人税等 260,810 △29,519

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（△）

445,480 △308,789

少数株主利益又は少数株主損失（△） 44,595 △39,952

四半期純利益又は四半期純損失（△） 400,885 △268,837
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

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（△）

445,480 △308,789

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,600 28,009

為替換算調整勘定 44,580 △43,548

その他の包括利益合計 △42,020 △15,539

四半期包括利益 403,460 △324,329

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 348,223 △272,070

少数株主に係る四半期包括利益 55,237 △52,258
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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23年４月１日 至平成23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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連製品、窯業機械

器具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

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）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売

上高
4,303,352 384,077 418,470 139,869 5,245,770 93,641 5,339,412

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

420,363 3,220 27,862 － 451,446 238,194 689,641

計 4,723,716 387,298 446,332 139,869 5,697,217 331,836 6,029,053

セグメント利益又

は損失（△）
610,104 △7,475 17,908 33,221 653,758 36,854 690,613

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 653,758

「その他」の区分の利益 36,854

全社費用（注） △90,181

セグメント間取引消去 51,123

四半期連結損益計算書の営業利益 651,554
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Ⅱ 当第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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境関連製品、窯業機械

器具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

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
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売

上高
3,451,955 432,819 398,787 134,368 4,417,930 143,028 4,560,959

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

440,123 908 31,570 － 472,602 204,792 677,394

計 3,892,078 433,728 430,358 134,368 4,890,533 347,820 5,238,354

セグメント利益又

は損失（△）
245,839 △9,074 26,838 31,835 295,439 32,793 328,233

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 295,439

「その他」の区分の利益 32,793

全社費用（注） △91,879

セグメント間取引消去 41,179

四半期連結損益計算書の営業利益 277,533

（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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