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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 75,391 1.6 2,293 △8.6 2,526 4.7 1,702 28.4
25年3月期第3四半期 74,223 △2.6 2,510 △26.2 2,413 △7.6 1,326 △38.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,216百万円 （108.5％） 25年3月期第3四半期 1,543百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 20.17 ―
25年3月期第3四半期 15.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 108,178 41,508 35.0
25年3月期 97,924 38,667 35.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 37,893百万円 25年3月期 35,145百万円

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

25年3月期 ― 2.50 ― 1.00 3.50
26年3月期 ― 2.00 ―
26年3月期（予想） 3.00 5.00

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）  
（％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 ： 無  

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 97,860 0.5 2,810 19.1 2,710 11.7 1,750 27.4 20.74



(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、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。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、業期予想に関する事項は、添付資料
３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」（２）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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 91,145,280 株 25年3月期 91,145,280 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 6,769,631 株 25年3月期 6,746,798 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 84,389,361 株 25年3月期3Q 84,403,979 株
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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３四半期連結累計期間において、当社グループの主要得意先である鉄鋼業界の国内粗鋼生産

量は、建設用鋼材を中心とした需要の伸びに伴い、前年同四半期連結累計期間に比べ4.0％増の8,3

93万トンとなりました。 

当社グループでは、第２四半期連結累計期間までは、大型建設用案件向けの耐火物の売上が前年

第２四半期連結累計期間に比べ減少した影響を受けましたが、粗鋼生産量の増加により、当第３四

半期連結会計期間において好転し、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計

期間に比べ1.6％増収の753億91百万円となりました。 

損益については、円安の進行に伴う原材料価格上昇等の影響を受けたことから、当第３四半期連

結累計期間の営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ8.6％減益の22億93百万円となりまし

た。これに対し、為替差益の増加等により、当第３四半期連結累計期間の経常利益は、前年同四半

期連結累計期間に比べ4.7％増益の25億26百万円となりました。また、経常利益の増加とともに、

特別利益として固定資産売却益及び投資有価証券売却益の計上があったことから、当第３四半期連

結累計期間の四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ28.4％増益の17億２百万円となり

ました。 

これにより、１株当たり四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間の15円71銭から20円17銭と

なりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

なお、各セグメントの売上高は、外部顧客への売上高であり、セグメント間の内部売上高又は振

替高は含まれていません。また、セグメント利益は営業利益ベースです。 

［耐火物事業］ 

第２四半期連結累計期間までは、大型建設用案件向けの耐火物の売上が前年第２四半期連結累

計期間に比べ減少した影響を受けましたが、粗鋼生産量の増加により、当第３四半期連結会計期

間において好転し、耐火物事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ1.6％増収の608億

90百万円となりました。これに対し、円安の進行に伴う原材料価格上昇等の影響を受けたことか

ら、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ33.6％減益の12億50百万円となりまし

た。 

［ファーネス事業］ 

ファーネス事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ1.1％減収の94億16百万円とな

りました。工事案件の利益率の低下により、セグメント利益は、前年同四半期連結累計期間に比

べ18.2％減益の４億37百万円となりました。 

［セラミックス事業］ 

主力ユーザーである半導体製造装置業界の市場環境が持ち直したことにより収益が好転し、セ

ラミックス事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ6.8％増収の38億58百万円、セグ

メント利益は２億37百万円（前年同四半期連結累計期間は28百万円のセグメント損失）となりま

した。 
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［不動産事業］ 

不動産事業の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ9.8％増収の７億46百万円、セグメ

ント利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ8.2％増益の３億15百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業セグメントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ0.2％増収の４億79百

万円、セグメント利益は34百万円（前年同四半期連結累計期間は３百万円のセグメント損失）と

なりました。 

 

(2)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

       平成25年11月７日に公表した通期の連結業績予想については、現時点では変更はありません。 

       なお、粗鋼生産量の変動により耐火物需要も変動し、その結果、業績予想値が大きく変動する可

能性があります。 
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,842 2,640

受取手形及び売掛金 25,286 35,357

商品及び製品 8,346 8,654

仕掛品 2,371 2,854

原材料及び貯蔵品 5,608 5,675

繰延税金資産 924 597

その他 2,532 2,600

貸倒引当金 △29 △29

流動資産合計 47,881 58,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,908 38,293

減価償却累計額 △26,256 △26,840

建物及び構築物（純額） 11,652 11,452

機械装置及び運搬具 55,933 56,795

減価償却累計額 △47,410 △48,759

機械装置及び運搬具（純額） 8,522 8,035

工具、器具及び備品 4,548 4,625

減価償却累計額 △3,722 △3,888

工具、器具及び備品（純額） 825 737

土地 7,700 7,466

建設仮勘定 820 1,308

有形固定資産合計 29,522 29,000

無形固定資産   

のれん 7,450 7,018

その他 911 857

無形固定資産合計 8,361 7,875

投資その他の資産   

投資有価証券 7,973 8,315

長期貸付金 135 69

繰延税金資産 481 430

その他 3,607 4,181

貸倒引当金 △51 △48

投資その他の資産合計 12,146 12,948

固定資産合計 50,030 49,824

繰延資産   

社債発行費 12 4

繰延資産合計 12 4

資産合計 97,924 108,178
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,952 18,451

短期借入金 5,493 5,663

1年内償還予定の社債 － 10,000

コマーシャル・ペーパー － 6,000

未払法人税等 203 527

賞与引当金 1,688 964

工事損失引当金 26 27

その他 5,739 5,918

流動負債合計 30,103 47,552

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 12,744 13,031

繰延税金負債 1,156 1,469

退職給付引当金 638 624

役員退職慰労引当金 541 498

製品保証引当金 5 5

負ののれん 353 277

資産除去債務 25 25

その他 3,687 3,185

固定負債合計 29,153 19,117

負債合計 59,257 66,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,537 5,537

資本剰余金 5,138 5,138

利益剰余金 26,484 27,930

自己株式 △1,566 △1,571

株主資本合計 35,595 37,035

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,104 1,440

繰延ヘッジ損益 － 64

為替換算調整勘定 △1,554 △645

その他の包括利益累計額合計 △449 858

少数株主持分 3,522 3,614

純資産合計 38,667 41,508

負債純資産合計 97,924 108,178
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 74,223 75,391

売上原価 61,142 62,941

売上総利益 13,080 12,449

販売費及び一般管理費 10,570 10,156

営業利益 2,510 2,293

営業外収益   

受取利息 12 17

受取配当金 78 125

負ののれん償却額 76 76

助成金収入 113 9

為替差益 217 606

持分法による投資利益 29 －

その他 157 204

営業外収益合計 685 1,041

営業外費用   

支払利息 499 550

持分法による投資損失 － 35

その他 282 222

営業外費用合計 781 807

経常利益 2,413 2,526

特別利益   

固定資産売却益 25 156

投資有価証券売却益 － 116

関係会社整理益 19 －

その他 6 23

特別利益合計 51 296

特別損失   

固定資産売却損 3 6

固定資産除却損 103 37

投資有価証券評価損 17 －

退職特別加算金 18 －

その他 3 11

特別損失合計 147 54

税金等調整前四半期純利益 2,318 2,767

法人税、住民税及び事業税 225 504

法人税等調整額 605 468

法人税等合計 830 973

少数株主損益調整前四半期純利益 1,487 1,794

少数株主利益 161 91

四半期純利益 1,326 1,702
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,487 1,794

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 228 335

繰延ヘッジ損益 65 64

為替換算調整勘定 △239 959

持分法適用会社に対する持分相当額 0 63

その他の包括利益合計 55 1,422

四半期包括利益 1,543 3,216

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,420 3,010

少数株主に係る四半期包括利益 122 206
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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。 
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