
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 15,544 △5.2 1,154 △6.1 1,244 △3.7 626 △14.6
24年３月期第３四半期 16,394 8.4 1,229 17.5 1,292 18.8 733 34.0

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 751百万円( 42.9％) 24年３月期第３四半期 526百万円( 56.2％)

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３四半期 27.94 ―
24年３月期第３四半期 32.72 ―

（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 ％

25年３月期第３四半期 21,740 15,872 73.0
24年３月期 21,819 15,345 70.3

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 15,872百万円 24年３月期 15,345百万円

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

24年３月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年３月期 ― 5.00 ―

25年３月期(予想) 5.00 10.00

(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）

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 20,300 △6.5 1,320 △15.2 1,400 △14.0 710 △20.7 31.68

(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

（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 ： 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

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 25,587,421株 24年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 3,172,860株 24年３月期 3,171,546株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 22,415,282株 24年３月期３Ｑ 22,418,576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、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は終了していません。

※ 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ります。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長引く円高の影響、電力の供給不安など、依然と

して厳しい状況が続きました。また、世界経済は、深刻化する欧州債務危機、中国経済の減速、米国経

済の回復の遅れなど、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループは、このような情勢下においても積極的な受注活動を展開いたしましたが、当第３四半

期連結累計期間の売上高は155億44百万円と前年同四半期に比べ８億50百万円の減収となり、営業利益

は11億54百万円と前年同四半期に比べ74百万円減少し、経常利益は12億44百万円と前年同四半期に比べ

48百万円の減少となりました。 

四半期純利益につきましては、６億26百万円と前年同四半期に比べ１億７百万円の減少となりまし

た。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（耐火物等） 

耐火物等事業につきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は129億22百万円となり、前年同

四半期に比べ７億３百万円の減収、セグメント利益は18億６百万円となり、前年同四半期に比べ51百万

円の減少となりました。 

（エンジニアリング） 

エンジニアリング事業につきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は26億21百万円となり、

前年同四半期に比べ１億46百万円の減収、セグメント利益は３億58百万円となり、前年同四半期に比べ

０百万円の減少となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の資産合計は、217億40百万円であり、前連結会計年度に比べ78百万円減

少しました。これは主として、現金及び預金の増加５億27百万円、原材料及び貯蔵品の増加２億10百万

円等があるものの、受取手形及び売掛金の減少７億円、繰延税金資産の減少１億４百万円等によるもの

であります。  

 当第３四半期連結会計期間の負債合計は、58億67百万円であり、前連結会計年度に比べ６億６百万円

減少しました。これは主として、支払手形及び買掛金の増加３億14百万円等があるものの、未払法人税

等の減少３億50百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少３億円等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、158億72百万円であり、前連結会計年度に比べ５億27百

万円増加しました。これは主として、利益剰余金の増加４億２百万円、その他有価証券評価差額金の増

加１億19百万円等によるものであります。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間の自己資本比率は73.0％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。  

  

通期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況及び 近の経

営環境等を踏まえ、平成24年５月14日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳

細につきましては、本日（平成25年２月７日）公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の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３四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25,450千円増加しております。 

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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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,118,157 1,645,924

受取手形及び売掛金 9,801,906 9,101,806

製品 2,147,525 2,152,651

仕掛品 357,122 393,250

原材料及び貯蔵品 1,565,994 1,776,031

その他 287,357 187,320

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,276,263 15,255,184

固定資産   

有形固定資産 4,453,284 4,374,231

無形固定資産 55,917 54,583

投資その他の資産   

投資有価証券 1,915,363 1,920,920

その他 175,428 179,318

貸倒引当金 △57,076 △44,032

投資その他の資産合計 2,033,715 2,056,206

固定資産合計 6,542,916 6,485,021

資産合計 21,819,180 21,740,206
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,320,655 2,635,171

短期借入金 550,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 －

未払法人税等 451,765 101,661

賞与引当金 － 138,640

役員賞与引当金 22,400 16,740

その他 1,372,048 1,122,847

流動負債合計 5,016,869 4,415,060

固定負債   

退職給付引当金 1,055,019 1,095,475

その他 402,080 357,071

固定負債合計 1,457,099 1,452,546

負債合計 6,473,969 5,867,606

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 11,139,933 11,542,005

自己株式 △558,070 △558,452

株主資本合計 14,986,849 15,388,539

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 387,595 506,990

為替換算調整勘定 △29,233 △22,929

その他の包括利益累計額合計 358,361 484,060

純資産合計 15,345,211 15,872,600

負債純資産合計 21,819,180 21,740,206
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 16,394,416 15,544,261

売上原価 13,560,010 12,819,079

売上総利益 2,834,405 2,725,182

販売費及び一般管理費 1,605,293 1,570,806

営業利益 1,229,112 1,154,376

営業外収益   

受取利息 5,855 5,375

受取配当金 41,591 39,875

不動産賃貸料 20,059 19,871

その他 17,479 33,082

営業外収益合計 84,985 98,205

営業外費用   

支払利息 5,455 6,096

為替差損 14,585 －

その他 1,199 2,062

営業外費用合計 21,240 8,159

経常利益 1,292,858 1,244,421

特別利益   

固定資産売却益 81,792 1,832

投資有価証券売却益 405 －

特別利益合計 82,197 1,832

特別損失   

固定資産除却損 4,555 12,772

ゴルフ会員権売却損 800 －

投資有価証券評価損 － 133,978

退職給付制度終了損 78,527 －

特別損失合計 83,882 146,750

税金等調整前四半期純利益 1,291,172 1,099,504

法人税、住民税及び事業税 472,000 404,000

法人税等調整額 85,560 69,279

法人税等合計 557,560 473,279

少数株主損益調整前四半期純利益 733,612 626,225

少数株主利益 － －

四半期純利益 733,612 626,225
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 733,612 626,225

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △191,199 119,395

為替換算調整勘定 △16,231 6,303

その他の包括利益合計 △207,431 125,698

四半期包括利益 526,181 751,923

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 526,181 751,923

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 

   
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

(単位：千円)

報告セグメント

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高

  外部顧客への売上高 13,626,247 2,768,169 16,394,416

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 13,626,247 2,768,169 16,394,416

セグメント利益 1,857,950 359,795 2,217,746

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,217,746

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △988,633

四半期連結損益計算書の営業利益 1,229,112
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Ⅱ  当第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) 

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 

   
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

耐火物等 エンジニアリング 合計

売上高

  外部顧客への売上高 12,922,955 2,621,306 15,544,261

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ―

計 12,922,955 2,621,306 15,544,261

セグメント利益 1,806,011 358,977 2,164,989

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,164,989

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △1,010,612

四半期連結損益計算書の営業利益 1,154,376

（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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