
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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,597,948 1,695,830

受取手形及び売掛金 2,704,197 2,550,271

商品及び製品 590,509 566,661

仕掛品 279,441 283,966

原材料及び貯蔵品 484,991 514,165

その他 246,032 262,636

貸倒引当金 △900 △600

流動資産合計 5,902,218 5,872,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,082,872 1,112,730

機械装置及び運搬具（純額） 367,133 412,755

工具、器具及び備品（純額） 89,352 103,843

土地 200,056 200,056

リース資産（純額） 169,994 183,859

有形固定資産合計 1,909,407 2,013,243

無形固定資産 21,695 24,050

投資その他の資産   

投資有価証券 502,416 539,194

繰延税金資産 311,833 357,907

その他 406,363 431,707

貸倒引当金 △107,220 △109,164

投資その他の資産合計 1,113,392 1,219,644

固定資産合計 3,044,494 3,256,937

資産合計 8,946,712 9,129,866
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,206,785 1,185,911

短期借入金 2,553,970 2,459,969

リース債務 30,723 30,723

未払法人税等 19,926 6,769

賞与引当金 111,270 101,010

役員賞与引当金 1,500 1,560

その他 325,027 400,311

流動負債合計 4,249,201 4,186,253

固定負債   

長期借入金 1,174,687 1,459,672

リース債務 148,476 163,837

退職給付引当金 421,656 416,441

役員退職慰労引当金 109,600 105,790

資産除去債務 8,500 －

その他 239,447 256,886

固定負債合計 2,102,366 2,402,626

負債合計 6,351,567 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 1,891,674 1,815,380

自己株式 △68,889 △68,770

株主資本合計 2,583,381 2,507,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,220 40,600

繰延ヘッジ損益 △4,801 △6,127

為替換算調整勘定 △12,357 △10,080

評価・換算差額等合計 62 24,393

少数株主持分 11,702 9,388

純資産合計 2,595,145 2,540,987

負債純資産合計 8,946,712 9,129,866
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,103,373 3,886,768

売上原価 2,421,330 2,792,250

売上総利益 682,043 1,094,518

販売費及び一般管理費 862,436 898,333

営業利益又は営業損失（△） △180,393 196,185

営業外収益   

受取利息 1,228 209

受取配当金 9,053 6,683

受取家賃 5,676 6,522

持分法による投資利益 4,097 8,558

雇用調整助成金 19,662 1,314

その他 3,996 3,522

営業外収益合計 43,712 26,808

営業外費用   

支払利息 47,382 41,827

手形売却損 557 164

その他 3,819 1,513

営業外費用合計 51,758 43,504

経常利益又は経常損失（△） △188,439 179,489

特別利益   

固定資産売却益 141,780 －

投資有価証券償還益 1,467 －

貸倒引当金戻入額 5,978 －

特別利益合計 149,225 －

特別損失   

固定資産除却損 393 724

投資有価証券評価損 18,001 9,456

ゴルフ会員権評価損 － 380

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 18,394 19,060

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（△）

△57,608 160,429

法人税、住民税及び事業税 2,045 15,805

法人税等調整額 10,277 52,494

法人税等合計 12,322 68,299

少数株主損益調整前四半期純利益 － 92,130

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,181 2,314

四半期純利益又は四半期純損失（△） △67,749 89,816
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△57,608 160,429

減価償却費 147,041 123,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,563 △1,644

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,460 10,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △600 △60

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,311 5,215

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,210 3,810

受取利息及び受取配当金 △10,281 △6,892

支払利息 47,382 41,827

持分法による投資損益（△は益） △4,097 △8,558

固定資産売却損益（△は益） △141,780 －

固定資産除却損 393 724

投資有価証券評価損益（△は益） 18,001 9,456

投資有価証券償還損益（△は益） △1,467 －

売上債権の増減額（△は増加） △100,756 △153,926

たな卸資産の増減額（△は増加） 509,368 9,851

仕入債務の増減額（△は減少） △473,516 20,874

その他 93,659 △40,175

小計 △47,805 174,553

利息及び配当金の受取額 10,281 6,892

利息の支払額 △45,438 △41,466

法人税等の支払額 △9,141 △4,656

法人税等の還付額 43,986 2,489

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,117 137,812

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 △68,230 △12,268

有形固定資産の売却による収入 192,960 －

投資有価証券の取得による支出 △1,852 △1,939

投資有価証券の償還による収入 10,356 －

定期預金の預入による支出 － △2,000

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 2,360 530

投資活動によるキャッシュ・フロー 133,594 △15,677

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） △92,648 20,000

長期借入金の返済による支出 △120,734 △210,984

自己株式の取得による支出 － △119

配当金の支払額 － △13,522

リース債務の返済による支出 △10,629 △15,361

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,011 △219,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,806 △2,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,340 △99,882

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 1,266,426 1,459,348
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

  
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 
 2,380,148  566,085  157,140  3,103,373  －  3,103,373

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 2,025  －  －  2,025  △2,025  －

計  2,382,173  566,085  157,140  3,105,398  △2,025  3,103,373

営業利益又は営業損失（△）  △69,425  5,809  107,935  44,319  △224,712  △180,393

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額 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） 

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  3,031,627  724,522  130,619  3,886,768  －  3,886,768

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 6,368  －  －  6,368  △6,368  －

計  3,037,995  724,522  130,619  3,893,136  △6,368  3,886,768

セグメント利益  312,421  25,308  76,092  413,821  △217,636  196,185

△217,636

（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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