
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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,819,200 1,695,830

受取手形及び売掛金 2,640,298 2,550,271

商品及び製品 610,152 566,661

仕掛品 282,322 283,966

原材料及び貯蔵品 463,327 514,165

その他 203,915 262,636

貸倒引当金 △800 △600

流動資産合計 6,018,414 5,872,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,097,772 1,112,730

機械装置及び運搬具（純額） 390,587 412,755

工具、器具及び備品（純額） 94,122 103,843

土地 200,056 200,056

リース資産（純額） 176,926 183,859

有形固定資産合計 1,959,463 2,013,243

無形固定資産 22,872 24,050

投資その他の資産   

投資有価証券 499,194 539,194

繰延税金資産 361,706 357,907

その他 440,935 431,707

貸倒引当金 △109,567 △109,164

投資その他の資産合計 1,192,268 1,219,644

固定資産合計 3,174,603 3,256,937

資産合計 9,193,017 9,129,866
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,192,534 1,185,911

短期借入金 2,576,970 2,459,969

リース債務 30,723 30,723

未払法人税等 5,809 6,769

賞与引当金 25,328 101,010

役員賞与引当金 750 1,560

その他 509,552 400,311

流動負債合計 4,341,666 4,186,253

固定負債   

長期借入金 1,354,179 1,459,672

リース債務 156,156 163,837

退職給付引当金 422,825 416,441

役員退職慰労引当金 106,200 105,790

資産除去債務 8,500 －

その他 255,971 256,886

固定負債合計 2,303,831 2,402,626

負債合計 6,645,497 6,588,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 704,520 704,520

資本剰余金 56,076 56,076

利益剰余金 1,842,243 1,815,380

自己株式 △68,770 △68,770

株主資本合計 2,534,069 2,507,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,440 40,600

繰延ヘッジ損益 △5,586 △6,127

為替換算調整勘定 △11,484 △10,080

評価・換算差額等合計 2,370 24,393

少数株主持分 11,081 9,388

純資産合計 2,547,520 2,540,987

負債純資産合計 9,193,017 9,129,866
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,471,708 1,901,088

売上原価 1,148,798 1,349,378

売上総利益 322,910 551,710

販売費及び一般管理費 432,298 447,319

営業利益又は営業損失（△） △109,388 104,391

営業外収益   

受取利息 619 64

受取配当金 4,566 3,535

受取家賃 2,745 3,319

持分法による投資利益 4,145 3,165

雇用調整助成金 8,024 791

その他 828 2,351

営業外収益合計 20,927 13,225

営業外費用   

支払利息 23,711 21,108

手形売却損 161 78

その他 1,440 36

営業外費用合計 25,312 21,222

経常利益又は経常損失（△） △113,773 96,394

特別利益   

投資有価証券償還益 1,467 －

特別利益合計 1,467 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,651 9,130

ゴルフ会員権評価損 － 420

貸倒引当金繰入額 1,038 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,500

特別損失合計 2,689 18,050

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（△）

△114,995 78,344

法人税、住民税及び事業税 1,165 4,175

法人税等調整額 △25,368 32,091

法人税等合計 △24,203 36,266

少数株主損益調整前四半期純利益 － 42,078

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,115 1,693

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87,677 40,385
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△） △114,995 78,344

減価償却費 72,357 61,510

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,847 603

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,280 △75,682

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △900 △810

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,186 6,384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,450 410

投資有価証券評価損益（△は益） 1,651 9,130

投資有価証券償還損益（△は益） △1,467 －

受取利息及び受取配当金 △5,185 △3,599

持分法による投資損益（△は益） △4,145 △3,165

支払利息 23,711 21,108

売上債権の増減額（△は増加） △17,464 △90,027

たな卸資産の増減額（△は増加） 263,562 8,991

仕入債務の増減額（△は減少） △502,758 6,623

未払費用の増減額（△は減少） 170,933 173,778

その他 114,297 △38,843

小計 △139,472 154,754

利息及び配当金の受取額 5,185 3,599

利息の支払額 △23,051 △17,581

法人税等の支払額 △9,096 △4,656

営業活動によるキャッシュ・フロー △166,434 136,116

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △39,851 △2,278

投資有価証券の取得による支出 △720 △751

投資有価証券の償還による収入 8,889 －

長期貸付けによる支出 △2,000 －

長期貸付金の回収による収入 2,045 315

その他 △231 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,868 △2,714

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） 40,000 117,000

長期借入金の返済による支出 △46,492 △105,492

配当金の支払額 － △13,522

リース債務の返済による支出 △4,414 △7,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,906 △9,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 △534 △337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209,742 123,370

現金及び現金同等物の期首残高 1,406,766 1,559,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,197,024 1,682,600
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品種類別区分を基本として分類しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
耐火物等 
（千円） 

エンジニア 
リング 

（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に 

対する売上高 
 1,126,987  266,374  78,347  1,471,708  －  1,471,708

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 609  －  －  609  △609  －

計  1,127,596  266,374  78,347  1,472,317  △609  1,471,708

営業利益又は営業損失（△）  △51,409  10,249  54,043  12,883  △122,271  △109,388

事業区分 主要製品 

耐火物等 黒鉛坩堝 定形耐火物 不定形耐火物 鋳物材料等 

エンジニアリング 工業窯炉の設計施工、炉修等 

不動産賃貸事業 不動産の賃貸 
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【セグメント情報】   

１．報告セグメントの概要 

当社は、事業の種類別セグメントを構成単位とした「耐火物等」、「エンジニアリング」、「不動産賃貸事業等」

の３事業を報告セグメントとしております。  

「耐火物等事業」は、黒鉛坩堝・定形耐火物及び不定形耐火物の製造販売、「エンジニアリング事業」は、各種工

業炉の設計施工及び付帯する機器類の販売、「不動産賃貸事業」は建物、駐車場賃貸を行っております。 

これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△110,974千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費

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。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  （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 

耐火物等 
エンジニア

リング 
不動産賃貸事

業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,486,696  336,311  78,081  1,901,088  －  1,901,088

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,947  －  －  2,947  △2,947  －

計  1,489,643  336,311  78,081  1,904,035  △2,947  1,901,088

セグメント利益  150,704  10,366  54,295  215,365  △110,974  104,391

（６）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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