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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） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 5,855 1.2 283 0.3 289 4.5 208 75.3
24年3月期第3四半期 5,786 △0.5 282 △6.6 277 0.2 119 △41.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 191百万円 （60.0％） 24年3月期第3四半期 119百万円 （△36.9％）

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 15.38 ―
24年3月期第3四半期 8.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 9,227 3,082 33.2 226.45
24年3月期 8,830 2,919 32.8 214.41
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,062百万円 24年3月期  2,899百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 3.00

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）  
（％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  ：  有   

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 7,600 △1.6 340 △2.0 330 △6.5 220 25.0 16.27



(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 
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、 
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、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
業績予想の前提となる仮定等については、添付資料の3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 14,090,400 株 24年3月期 14,090,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 570,148 株 24年3月期 570,148 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 13,520,252 株 24年3月期3Q 13,520,311 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わが国経済は、東日本大震災からの復興需要による回復効果はありました

が、世界経済の減速、日中問題の悪化、長引く円高を背景に輸出が減少するなど弱含み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も、主な取引先である自動車産業の生産活動は順調に回復してま

いりましたが、下期に入りエコカー補助金の終了により国内生産台数が減少するなど厳しさが増してきておりま

す。 

 鉄鋼産業は、アジア経済の減速に伴う需要の減少や鋼材市況の軟化などにより厳しい環境が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループは営業と技術が一体となり積極的な販売活動を展開するとともに、経費の

見直しと生産の効率化に取り組んでまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は58億５千５百

万円（前年同四半期比1.2％増）、営業利益は２億８千３百万円（前年同四半期比0.3％増）、経常利益は２億８千

９百万円（前年同四半期比4.5％増）、四半期純利益は２億８百万円（前年同四半期比75.3％増）となりました。 

   

①事業の分野別業績  

 鋳造市場向けでは、自動車をはじめとする輸送機械関連産業は、震災からの反動やエコカー補助金により生産活

動は順調に回復してまいりましたものの、下期に入っての補助金終了により生産台数が対前年同月比減少するなど

厳しさが増してきております。このような中、当社グループは、きめ細かな営業活動を展開した結果、売上高は33

億５千８百万円（売上高比率57.4％）と前年同四半期比2.9％増加いたしました。 

 鉄鋼市場向けでは、鉄鋼産業は国内製造業の海外生産シフトや鋼材市況の軟化などにより粗鋼生産量が前年比減

少するなど厳しい環境にありましたが、当社グループは、シェアの維持・拡大に努めた結果、売上高は10億７千５

百万円（売上高比率18.4％）と前年同四半期比5.5％増加いたしました。 

 溶解炉・環境関連向けでは、工事案件や炉修等により、売上高は８億８千万円（売上高比率15.0％）と前年同四

半期比2.5％減少いたしました。 

 海外市場向けでは、中国・東南アジア向け輸出が円高の影響により減少し、売上高は３億７千４百万円（売上高

比率6.4％）と前年同四半期比11.6％減少いたしました。 

 不動産賃貸事業は、売上高が１億６千８百万円（売上高比率2.9％）と前年同四半期比5.9％減少いたしました。

  

②セグメントの業績 

 セグメント別の売上高は、耐火物等事業が46億９千万円（売上高比率79.9％）と前年同四半期比0.9％増加し、

営業利益は４億４千７百万円となりました。溶解炉・環境関連向けのエンジニアリング事業は10億１千万円（売上

高比率17.2％）と前年同四半期比4.8％増加し、営業利益は５千５百万円となりました。不動産賃貸事業は１億６

千８百万円（売上高比率2.9％）と前年同四半期比5.9％減少し、営業利益は９千９百万円となりました。 

   

（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１億４百万円（1.7％）増加し、61億２千７百

万円となりました。主なものは、現金及び預金の増加によるものです。  

 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２億９千３百万円（10.4％）増加し、31億円と

なりました。主なものは、建設仮勘定の増加によるものです。 

 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３億９千７百万円（4.5％）

増加し、92億２千７百万円となりました。  

 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１億２千３百万円（2.9％）増加し、43億５千

２百万円となりました。主なものは、短期借入金の増加によるものです。 

 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１億１千１百万円（6.6％）増加し、17億９千

３百万円となりました。主なものは、長期借入金の増加によるものです。 

 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１億６千３百万円（5.6％）増加し、30億８千２

百万円となりました。 

 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33.2％（前連結会計年度末は32.8％）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 

 第３四半期までの業績は前年同四半期比増加しておりますが、第４四半期の業績につきましては、景気及び関連

産業の業績が不透明であり売上は減少するものと予想されます。 

 これにより営業利益、経常利益は減少すると予想されますが、当期純利益につきましては、役員退職慰労引当金

の税効果調整により、前回発表予想通りとなります。  

  

 [通期連結業績予想]  

  

（参考）  

 [通期個別業績予想]  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

   

   

  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 

前回発表予想（Ａ）  8,000  420  400  220  16  27

今回修正予想（Ｂ）  7,600  340  330  220  16  27

増減額（Ｂ－Ａ）  △400  △80  △70 － － 

増減率（％）  △5.0  △19.0  △17.5 － －   

前期実績  7,725  347  353  176  13  04

  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 

前回発表予想（Ａ）  7,500  300  280  150  11  09

今回修正予想（Ｂ）  7,200  240  230  150  11  09

増減額（Ｂ－Ａ）  △300  △60  △50 － － 

増減率（％）  △4.0  △20.0  △17.9 － －   

前期実績  7,309  246  239  95  7  03

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 1,321,502 1,483,758

受取手形及び売掛金 2,940,427 2,970,618

商品及び製品 648,608 600,105

仕掛品 261,611 351,661

原材料及び貯蔵品 594,106 563,703

その他 257,379 157,975

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 6,022,733 6,126,920

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,003,196 980,508

機械装置及び運搬具（純額） 274,679 290,730

工具、器具及び備品（純額） 52,565 53,789

土地 95,775 95,775

リース資産（純額） 193,241 163,611

建設仮勘定 6,155 457,797

有形固定資産合計 1,625,611 2,042,210

無形固定資産 17,297 13,258

投資その他の資産   

投資有価証券 554,166 541,407

繰延税金資産 216,938 253,470

その他 498,379 350,296

貸倒引当金 △105,091 △100,787

投資その他の資産合計 1,164,392 1,044,386

固定資産合計 2,807,300 3,099,854

資産合計 8,830,033 9,226,774
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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 1,305,577 1,305,633

短期借入金 2,283,974 2,411,174

リース債務 43,385 41,649

未払法人税等 9,062 54,637

賞与引当金 161,365 80,120

役員賞与引当金 13,550 9,566

その他 412,549 449,393

流動負債合計 4,229,462 4,352,172

固定負債   

長期借入金 900,717 1,006,536

リース債務 156,679 125,591

退職給付引当金 381,977 422,121

役員退職慰労引当金 78,220 77,125

資産除去債務 8,500 8,500

その他 155,887 153,196

固定負債合計 1,681,980 1,793,069

負債合計 5,911,442 6,145,241

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 2,178,782 2,359,656

自己株式 △68,972 △68,972

株主資本合計 2,870,406 3,051,280

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,380 23,823

繰延ヘッジ損益 △325 △1,525

為替換算調整勘定 △12,598 △11,958

その他の包括利益累計額合計 28,457 10,340

少数株主持分 19,728 19,913

純資産合計 2,918,591 3,081,533

負債純資産合計 8,830,033 9,226,774
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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 5,785,582 5,854,877

売上原価 4,154,649 4,222,398

売上総利益 1,630,933 1,632,479

販売費及び一般管理費 1,349,173 1,349,964

営業利益 281,760 282,515

営業外収益   

受取利息 360 349

受取配当金 12,018 13,965

受取家賃 12,092 12,265

持分法による投資利益 12,265 13,945

為替差益 － 1,504

その他 16,166 8,955

営業外収益合計 52,901 50,983

営業外費用   

支払利息 56,323 42,714

為替差損 904 －

手形売却損 48 56

その他 873 1,687

営業外費用合計 58,148 44,457

経常利益 276,513 289,041

特別損失   

固定資産除却損 828 1,334

投資有価証券評価損 13,606 －

特別損失合計 14,434 1,334

税金等調整前四半期純利益 262,079 287,707

法人税、住民税及び事業税 21,100 82,200

法人税等調整額 116,912 △3,193

法人税等合計 138,012 79,007

少数株主損益調整前四半期純利益 124,067 208,700

少数株主利益 5,457 785

四半期純利益 118,610 207,915
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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 124,067 208,700

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,611 △17,557

繰延ヘッジ損益 2,443 △1,200

為替換算調整勘定 △2,796 640

その他の包括利益合計 △4,964 △18,117

四半期包括利益 119,103 190,583

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 114,246 190,398

少数株主に係る四半期包括利益 4,857 185
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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

- 8 -

日本ルツボ㈱ (5355) 平成25年3月期第3四半期決算短信




