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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 5,786 △0.5 282 △6.6 277 0.2 119 △41.5
23年3月期第3四半期 5,814 21.4 302 ― 276 ― 203 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 119百万円 （△36.9％） 23年3月期第3四半期 189百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 8.77 ―
23年3月期第3四半期 15.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,975 2,830 31.3
23年3月期 9,705 2,753 28.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,811百万円 23年3月期  2,738百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 7,700 △2.4 360 2.9 320 △1.2 170 △29.5 12.57



(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は発表日時点において入手した情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後発生する様々な要因により異なる結果となる可能性が
あります。 
なお、業績予想に関する事項については、添付資料の3ページ「連結業績に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 14,090,400 株 23年3月期 14,090,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 570,148 株 23年3月期 569,855 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,520,311 株 23年3月期3Q 13,520,745 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により大きく落ち込んだ生産活動は回復

してまいりましたが、タイの洪水の影響、欧州債務問題に端を発した世界的な景気の減速、急激な円高の影響等に

より、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主な取引先である自動車関連産業は東日本大震災の影響は解

消しつつありますが、タイの洪水の影響で減産を余儀なくされ、また円高により輸出が大きく減少するなど厳しい

状況におかれております。鉄鋼産業は円高の影響で輸出採算が悪化したため、一部減産を余儀なくされるなど厳し

い状況におかれております。 

 このような環境の中、当社グループは積極的な販売活動を展開するとともに、経費削減に取り組んでまいりまし

た。 

 その結果、このような厳しい状況下ではありましたが当第３四半期連結累計期間の売上高は57億８千６百万円

（前年同四半期比0.5％減）、営業利益は２億８千２百万円（前年同四半期比6.6％減）、経常利益は２億７千７百

万円（前年同四半期比0.2％増）、四半期純利益は税制改正に伴う繰延税金資産の一部取崩もあり１億１千９百万

円（前年同四半期比41.5％減）となりました。  

    

 ①事業の分野別業績 

 鋳造業界向けでは、自動車をはじめとする輸送関連産業が震災の影響からほぼ回復してまいりましたが、タイの

洪水の影響や円高による輸出減少で生産高が減少するなか、積極的な販売活動を展開したことにより、売上高は32

億６千４百万円（売上高比率56.4％）と前年同四半期比1.3％増加いたしました。 

 鉄鋼業界向けでは、円高による輸出減少で生産量が伸び悩むなか、シェアの維持拡大に努めたことにより、売上

高は10億１千９百万円（売上高比率17.6％）と前年同四半期比4.0％増加いたしました。 

 溶解炉・環境関連市場向けでは、焼却炉工事等の受注に努めたことにより、売上高は９億３百万円（売上高比率

15.6％）と前年同四半期比2.0％増加いたしました。 

 海外市場向けでは、円高の影響により輸出が減少したことにより、売上高は４億２千２百万円（売上高比率

7.3％）と前年同四半期比では23.8％減少いたしました。 

 不動産賃貸事業では、売上高は１億７千８百万円（売上高比率3.1％）と前年同四半期比2.3％増加いたしまし

た。 

  

②セグメントの業績 

 セグメント別では、耐火物等事業の売上高は46億４千９百万円（売上高比率80.3％）と前年同四半期比0.2％減

少し、営業利益は４億８千１百万円と前年同四半期比4.6％減少いたしました。エンジニアリング事業の売上高は

９億６千３百万円（売上高比率16.6％）と前年同四半期比3.1％減少し、営業利益は２千７百万円と前年同四半期

比8.2％減少いたしました。不動産賃貸事業の売上高は１億７千８百万円（売上高比率3.1％）と前年同四半期比

2.3％増加し、営業利益は１億８百万円と前年同四半期比16.9％増加いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比５億７千４百万円（8.5％）減少し、61億８千

３百万円となりました。主なものは、現金及び預金の減少によるものです。  

 当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比１億５千６百万円（5.3％）減少し、27億９千

２百万円となりました。主なものは、有形固定資産の減価償却によるものです。 

 これにより、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、全体で前連結会計年度末比７億３千万円（7.5％）減少

し、89億７千５百万円となりました。  

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比４億３千万円（9.1％）減少し、42億８千４百

万円となりました。主なものは、短期借入金の返済及び未払法人税等の減少によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比３億７千７百万円（16.9％）減少し、18億６千

１百万円となりました。主なものは、長期借入金の減少によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比７千８百万円（2.8％）増加し、28億３千万円と

なりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は31.3％（前連結会計年度末は28.2％）となりました。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期の通期連結業績予想については、平成23年11月11日の平成24年３月期第２四半期決算発表時点の

予想を変更しておりません。 

 なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示する予定です。    
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,206,278 1,411,106

受取手形及び売掛金 2,833,146 3,002,327

商品及び製品 590,955 631,955

仕掛品 286,982 311,526

原材料及び貯蔵品 514,439 572,094

その他 325,680 255,152

貸倒引当金 △800 △1,200

流動資産合計 6,756,680 6,182,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,048,527 1,013,519

機械装置及び運搬具（純額） 342,199 287,727

工具、器具及び備品（純額） 74,682 60,558

土地 96,379 96,379

リース資産（純額） 235,056 203,118

有形固定資産合計 1,796,843 1,661,301

無形固定資産 22,502 18,679

投資その他の資産   

投資有価証券 508,874 527,026

繰延税金資産 302,071 245,390

その他 425,558 446,761

貸倒引当金 △107,619 △106,835

投資その他の資産合計 1,128,884 1,112,342

固定資産合計 2,948,229 2,792,322

資産合計 9,704,909 8,975,282
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,339,474 1,321,734

短期借入金 2,575,782 2,411,485

リース債務 43,726 43,946

未払法人税等 120,565 1,390

賞与引当金 165,400 80,660

役員賞与引当金 10,500 7,500

その他 458,533 417,096

流動負債合計 4,713,980 4,283,811

固定負債   

長期借入金 1,289,890 1,014,710

リース債務 202,192 167,060

退職給付引当金 435,593 427,296

役員退職慰労引当金 116,400 74,191

資産除去債務 8,500 8,500

その他 185,770 169,224

固定負債合計 2,238,345 1,860,981

負債合計 6,952,325 6,144,792

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 2,042,980 2,121,028

自己株式 △68,937 △68,972

株主資本合計 2,734,639 2,812,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,257 21,646

繰延ヘッジ損益 △2,846 △403

為替換算調整勘定 △19,978 △22,774

その他の包括利益累計額合計 3,433 △1,531

少数株主持分 14,512 19,369

純資産合計 2,752,584 2,830,490

負債純資産合計 9,704,909 8,975,282
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 5,813,718 5,785,582

売上原価 4,157,669 4,154,649

売上総利益 1,656,049 1,630,933

販売費及び一般管理費 1,354,250 1,349,173

営業利益 301,799 281,760

営業外収益   

受取利息 605 360

受取配当金 8,812 12,018

受取家賃 10,081 12,092

持分法による投資利益 11,706 12,265

雇用調整助成金 1,827 －

その他 5,903 16,166

営業外収益合計 38,934 52,901

営業外費用   

支払利息 60,861 56,323

為替差損 737 904

手形売却損 231 48

その他 2,840 873

営業外費用合計 64,669 58,148

経常利益 276,064 276,513

特別利益   

固定資産売却益 83,493 －

特別利益合計 83,493 －

特別損失   

固定資産除却損 2,220 828

投資有価証券評価損 8,692 13,606

ゴルフ会員権評価損 2,029 －

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 21,441 14,434

税金等調整前四半期純利益 338,116 262,079

法人税、住民税及び事業税 57,355 21,100

法人税等調整額 73,649 116,912

法人税等合計 131,004 138,012

少数株主損益調整前四半期純利益 207,112 124,067

少数株主利益 4,229 5,457

四半期純利益 202,883 118,610
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 207,112 124,067

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,771 △4,611

繰延ヘッジ損益 2,433 2,443

為替換算調整勘定 △7,164 △2,796

その他の包括利益合計 △18,502 △4,964

四半期包括利益 188,610 119,103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 184,381 114,246

少数株主に係る四半期包括利益 4,229 4,857
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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