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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 1,526 △3.4 84 △48.1 89 △46.1 82 △50.8
25年３月期第２四半期 1,579 5.6 162 38.6 166 35.9 167 47.7

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 97百万円(△39.8％) 25年３月期第２四半期 162百万円( 55.8％)

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 2.68 ―
25年３月期第２四半期 5.45 ―

（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 4,381 2,923 66.7
25年３月期 4,073 2,856 70.1

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 2,923百万円 25年３月期 2,856百万円

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 1.00 1.00

(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 3,300 5.7 250 △14.6 253 △15.2 205 △38.3 6.67
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 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 30,713,342株 25年３月期 30,713,342株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 296株 25年３月期 296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 30,713,046株 25年３月期２Ｑ 30,713,046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、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）におけるわが国経済は、

新政権による経済・金融政策などにより円高の是正・株価の回復が継続し、景況感は改善傾向にあるも

のの、実態経済への影響はまだ限定的となっており、全体としては先行き不透明な状況の中で推移いた

しました。一方、海外におきましては、欧米では持ち直しの動きがみられたものの、中国をはじめとす

る新興国の減速感は解消されないまま推移しております。 

このような状況の中、当社グループでは、平成23年８月に策定した「13中期経営計画」に基づき、国

内外既存顧客への対応の強化、低燃費・低環境負荷を実現する戦略的商品の集中的拡販、新興国への積

極的な営業活動に努めるなどの様々な施策を実行してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高15億２千６百万円（前年同四半期比

3.4％減）、営業利益８千４百万円（前年同四半期比48.1％減）、経常利益８千９百万円（前年同四半

期比46.1％減）、四半期純利益８千２百万円（前年同四半期比50.8％減）となりました。 

  

セグメントごとの業績を示すと、以下のとおりであります。 

①工業炉燃焼装置関連 

工業炉燃焼装置関連事業につきましては、前連結会計年度に受注した海外向け大型加熱炉の進捗が

順調に推移したことなどから、当第２四半期連結累計期間の売上高は15億２千５百万円（前年同四半

期比3.3％減）、営業利益は４千６百万円（前年同四半期比63.9％減）となりました。 

②その他 

その他の事業につきましては、各子会社からの不動産賃貸収入、経営指導料等が収益の中心となっ

ております。当第２四半期連結累計期間の売上高は１億４千６百万円（前年同四半期比1.3％減）、

営業利益は１億３千万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。 

  

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて7.6％増加し、43億８千１百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.8%増加し、33億３百万円となりました。これは現金及び

預金の増加３億２千８百万円、受取手形及び売掛金の減少１億８千１百万円、仕掛品の増加５千２百

万円などによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて9.9％増加し、10億７千８百万円となりました。これは、

日本ファーネス燃焼技術研究所設立による建物及び構築物の増加２千７百万円、機械装置及び運搬具

の増加６千８百万円などによるものであります。 

（負債の部） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて32.5％増加し、９億９千７百万円となりました。これは大

型案件売上計上による前受金の減少１億１百万円、短期借入金の増加３億７千１百万円などによるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、４億６千１百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、29億２千３百万円となりました。これは

四半期純利益８千２百万円の計上などによるものであります。 

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 

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は、前連結会計年度末と比較して３億４

千８百万円増加し19億１千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は８千２百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純

利益９千２百万円、減価償却費の計上１千万円、売上債権の減少額１億８千１百万円、たな卸資産の

増加額６千１百万円、前受金の減少額１億１百万円、仕入債務の増加額１千５百万円等によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は７千６百万円となりました。これは主として有形及び無形固定資産

の取得による支出１億１百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は３億４千２百万円となりました。これは短期借入金の純増額３億７

千２百万円等によるものであります。 

  

平成25年５月13日に公表した通期の業績予想に変更はありません。また、当事業年度の配当について

は、期末配当として１株当たり１円を予定しております。 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当社とし

てその実現を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。 

  

  

  

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。  

  

  

（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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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,598,908 1,927,708

受取手形及び売掛金 1,201,933 1,020,372

仕掛品 85,390 137,579

原材料及び貯蔵品 156,131 165,672

その他 51,122 51,814

貸倒引当金 △813 －

流動資産合計 3,092,672 3,303,146

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 81,921 109,766

機械装置及び運搬具（純額） 5,262 73,468

土地 703,022 703,022

建設仮勘定 24,483 －

その他（純額） 6,048 8,567

有形固定資産合計 820,738 894,825

無形固定資産   

ソフトウエア 4,112 7,545

無形固定資産合計 4,112 7,545

投資その他の資産   

投資有価証券 106,777 131,407

破産更生債権等 30,650 30,350

その他 84,158 79,437

貸倒引当金 △65,537 △65,237

投資その他の資産合計 156,048 175,956

固定資産合計 980,899 1,078,327

資産合計 4,073,572 4,381,474
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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 350,627 365,760

短期借入金 30,900 402,649

未払法人税等 22,819 13,611

賞与引当金 72,265 57,510

完成工事補償引当金 － 7,138

工事損失引当金 11,269 －

前受金 192,419 91,049

その他 72,180 59,439

流動負債合計 752,482 997,158

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 228,821 228,821

退職給付引当金 217,075 207,102

役員退職慰労引当金 16,750 18,083

その他 2,209 7,216

固定負債合計 464,856 461,223

負債合計 1,217,339 1,458,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,131,532 2,131,532

資本剰余金 40,280 40,280

利益剰余金 266,172 317,883

自己株式 △195 △195

株主資本合計 2,437,789 2,489,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,147 19,296

土地再評価差額金 414,296 414,296

その他の包括利益累計額合計 418,443 433,592

純資産合計 2,856,232 2,923,092

負債純資産合計 4,073,572 4,381,474
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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 1,579,121 1,526,078

売上原価 1,117,314 1,123,838

売上総利益 461,807 402,239

販売費及び一般管理費 299,087 317,835

営業利益 162,719 84,403

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,486 1,788

仕入割引 790 549

持分法による投資利益 563 225

為替差益 － 2,479

貸倒引当金戻入額 300 1,113

その他 1,900 736

営業外収益合計 5,039 6,892

営業外費用   

支払利息 573 1,485

為替差損 582 －

その他 153 108

営業外費用合計 1,308 1,593

経常利益 166,451 89,702

特別利益   

保険解約益 18,782 3,289

特別利益合計 18,782 3,289

特別損失   

投資有価証券売却損 1,158 －

関係会社株式売却損 1,542 －

その他 73 －

特別損失合計 2,773 －

税金等調整前四半期純利益 182,460 92,992

法人税、住民税及び事業税 14,929 11,154

法人税等還付税額 － △585

法人税等合計 14,929 10,568

少数株主損益調整前四半期純利益 167,530 82,423

四半期純利益 167,530 82,423
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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 167,530 82,423

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,504 15,149

その他の包括利益合計 △5,504 15,149

四半期包括利益 162,026 97,572

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 162,026 97,572

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 182,460 92,992

減価償却費 8,160 10,523

為替差損益（△は益） 582 △1,972

保険解約損益（△は益） △18,782 △3,289

投資有価証券売却損益（△は益） 1,158 －

関係会社株式売却損益（△は益） 1,542 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △185 △1,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,100 △9,972

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5,212 △11,269

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,286 △14,754

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,000 1,333

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △10,465 7,138

受取利息及び受取配当金 △1,486 △1,788

支払利息 573 1,485

持分法による投資損益（△は益） △563 △225

売上債権の増減額（△は増加） △217,886 181,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,347 △61,729

仕入債務の増減額（△は減少） △18,965 15,132

前受金の増減額（△は減少） △65,987 △101,369

その他 △32,837 △3,399

小計 △74,737 99,279

利息及び配当金の受取額 1,497 1,794

利息の支払額 △607 △690

法人税等の支払額 △9,619 △21,017

法人税等の還付額 2,354 3,101

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,111 82,467
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 5,389 18,798

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,899 △101,492

投資有価証券の取得による支出 △2,309 △2,398

投資有価証券の売却による収入 3,073 －

貸付けによる支出 △320 －

貸付金の回収による収入 309 140

保険積立金の解約による収入 50,068 9,654

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

5,410 －

その他 △1,620 △1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,102 △76,678

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） 5,450 372,721

長期借入金の返済による支出 △7,500 －

配当金の支払額 － △30,713

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,050 342,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 △582 999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,641 348,797

現金及び現金同等物の期首残高 1,325,784 1,561,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,298,142 1,910,252
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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 

(注) １．セグメント利益の調整額△97,052千円には、セグメント間取引消去△1,883千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△95,168千円が含まれております。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。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

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 

(注) １．セグメント利益の調整額△91,845千円には、セグメント間取引消去△522千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△91,322千円が含まれております。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。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２
工業炉燃焼装置

関連
その他 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,577,621 1,500 1,579,121 ― 1,579,121

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 146,483 146,483 △146,483 ―

計 1,577,621 147,983 1,725,605 △146,483 1,579,121

セグメント利益 127,889 131,882 259,772 △97,052 162,719

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２
工業炉燃焼装置

関連
その他 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,525,178 900 1,526,078 ― 1,526,078

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 145,122 145,122 △145,122 ―

計 1,525,178 146,022 1,671,201 △145,122 1,526,078

セグメント利益 46,156 130,092 176,248 △91,845 84,403
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