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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30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 ％

27年3月期第1四半期 1,912 △0.4 44 △47.2 60 △32.2 39 △63.1
26年3月期第1四半期 1,920 △2.7 83 △16.5 88 △5.9 105 26.8

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 56百万円 （△60.4％） 26年3月期第1四半期 142百万円 （138.5％）

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

27年3月期第1四半期 2.86 ―
26年3月期第1四半期 7.75 ―

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

27年3月期第1四半期 9,365 3,459 36.8 254.87
26年3月期 9,387 3,471 36.8 255.60
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 3,446百万円 26年3月期 3,456百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,000 3.3 140 △10.9 140 △12.4 90 △45.5 6.66
通期 8,100 1.5 330 △3.8 330 △8.5 210 △26.4 15.53



(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、四半期連結財務諸表に対するレビ
ュー手続が実施中です。

※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、
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料の3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結
業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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） 27年3月期1Q 14,090,400 株 26年3月期 14,090,400 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 571,001 株 26年3月期 571,001 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 13,519,399 株 26年3月期1Q 13,520,252 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資に持ち直しの兆しが見られるな

ど、景気は緩やかながら回復基調で推移いたしました。しかしながら、４月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反

動や円安に伴う原材料価格および原油価格の上昇等により、景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主要取引先である自動車関連産業の業績は、海外での生産は

米国や中国・アジア市場での好調な需要を背景に好調に推移しているものの、国内生産台数については消費税増税

の影響を大きく受けております。

また、鉄鋼産業につきましては、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動により、自動車向け需要が減少し国内粗

鋼生産量は前年同四半期比減少いたしました。

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、主力製品や新製品の拡販活動を積極的に推進

してまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は19億１千２百万円（前年同四半期比0.4％

減）となりました。

利益面では、原材料価格および燃料費の上昇により製造原価が上昇したこと、また運搬費および研究材料費等が

当初予想を上回ったことなどにより、営業利益は４千４百万円（前年同四半期比47.2％減）、経常利益は６千万円

（前年同四半期比32.2％減）となりました。当期純利益は、前期の非連結子会社の合併に伴う特別利益がなくなっ

たため、３千９百万円（前年同四半期比63.1％減）となりました。

①事業の分野別業績

鋳造市場向けは、消費税増税の影響もあり、自動車関連産業とりわけ鋳物産業の生産量の回復状況が鈍く、売上

高は９億４千８百万円（売上高比率49.6％）と前年同四半期比3.1％減少いたしました。

鉄鋼市場向けは、高炉の炉修工事が減少したことにより、売上高は３億１千７百万円（売上高比率16.6％）と前

年同四半期比10.5％減少いたしました。

溶解炉・環境関連市場向けは、新設の炉の受注および炉修工事が増加したことにより、売上高は４億１千３百万

円（売上高比率21.6％）と前年同期比13.2％増加いたしました。。

海外市場向けは、アジア向けの炉および耐火物の販売が増加したことにより、売上高は１億４千３百万円（売上

高比率7.5％）と前年同四半期比6.2％増加いたしました。

不動産事業は、売上高が９千１百万円（売上高比率4.7％）と前年同四半期比2.9％増加いたしました。

②事業の種類別セグメントの業績

種類別セグメントの売上高は、耐火物事業が13億９千６百万円（売上高比率72.9％）と前年同四半期比2.3％減

少し、営業利益は４千７百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリング事業は４億２千９百

万円（売上高比率22.4％）と前年同四半期比6.1％増加し、営業利益は５千５百万円となりました。不動産事業は

９千１百万円（売上高比率4.7％）と前年同四半期比2.9％増加し、営業利益は４千７百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比１千６百万円（0.3％）増加し、57億８千２百

万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比３千７百万円（1.0％）減少し、35億８千３百

万円となりました。

これにより、当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比２千１百万円（0.2％）減少し、93

億６千５百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比７千８百万円（2.1％）増加し、38億３千３百

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１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比８千７百万円（4.0％）減少し、20億７千３百

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１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比１千１百万円（0.3％）減少し、34億５千９百万

円となりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は36.8％（前連結会計年度末は36.8％）となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第１四半期までの業績に基づき、平成27年３月期第２四半期累計期間（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

および平成27年３月期通期（平成26年４月１日～平成27年3月31日）の連結・個別予想を修正いたします。

詳細につきましては、本日（平成26年８月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。

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

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

該当事項はありません。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,560,690 1,457,360

受取手形及び売掛金 2,464,720 2,649,189

電子記録債権 39,370 34,453

商品及び製品 545,009 570,283

仕掛品 295,595 323,250

原材料及び貯蔵品 557,226 529,424

その他 309,550 224,051

貸倒引当金 △5,987 △5,859

流動資産合計 5,766,173 5,782,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 962,374 953,332

機械装置及び運搬具（純額） 861,359 830,717

工具、器具及び備品（純額） 50,597 49,762

土地 95,775 95,775

リース資産（純額） 219,273 205,984

有形固定資産合計 2,189,378 2,135,570

無形固定資産 118,463 112,033

投資その他の資産

投資有価証券 758,881 781,778

繰延税金資産 302,207 305,758

その他 256,282 252,847

貸倒引当金 △4,874 △4,719

投資その他の資産合計 1,312,496 1,335,664

固定資産合計 3,620,337 3,583,267

資産合計 9,386,510 9,365,418
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 940,922 606,630

電子記録債務 415,644 668,254

短期借入金 1,675,693 1,805,700

リース債務 76,426 76,241

未払法人税等 56,311 3,232

賞与引当金 156,021 75,610

役員賞与引当金 12,500 3,336

その他 421,650 593,766

流動負債合計 3,755,167 3,832,769

固定負債

長期借入金 1,106,000 1,032,075

リース債務 251,556 232,504

役員退職慰労引当金 97,225 101,450

退職給付に係る負債 545,651 547,043

資産除去債務 8,500 8,500

その他 151,850 151,767

固定負債合計 2,160,782 2,073,339

負債合計 5,915,949 5,906,108

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 2,672,257 2,643,368

自己株式 △69,104 △69,104

株主資本合計 3,363,749 3,334,860

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,891 100,558

繰延ヘッジ損益 △1,234 △1,182

為替換算調整勘定 39,918 34,567

退職給付に係る調整累計額 △30,764 △23,073

その他の包括利益累計額合計 91,811 110,870

少数株主持分 15,001 13,580

純資産合計 3,470,561 3,459,310

負債純資産合計 9,386,510 9,365,418
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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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 1,920,371 1,912,258

売上原価 1,404,012 1,418,064

売上総利益 516,359 494,194

販売費及び一般管理費 433,529 450,477

営業利益 82,830 43,717

営業外収益

受取利息 78 92

受取配当金 7,357 7,906

受取家賃 3,481 4,659

為替差益 7,326 7,249

持分法による投資利益 753 1,502

補助金収入 － 6,322

その他 1,647 1,263

営業外収益合計 20,642 28,993

営業外費用

支払利息 15,372 12,837

手形売却損 16 125

その他 46 15

営業外費用合計 15,434 12,977

経常利益 88,038 59,733

特別利益

抱合せ株式消滅差益 47,013 －

特別利益合計 47,013 －

特別損失

固定資産除却損 － 34

ゴルフ会員権評価損 － 170

特別損失合計 － 204

税金等調整前四半期純利益 135,051 59,529

法人税、住民税及び事業税 2,330 1,530

法人税等調整額 28,913 20,712

法人税等合計 31,243 22,242

少数株主損益調整前四半期純利益 103,808 37,287

少数株主損失（△） △1,008 △1,421

四半期純利益 104,816 38,708
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（四半期連結包括利益計算書）

（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25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 103,808 37,287

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26,606 16,667

繰延ヘッジ損益 351 52

為替換算調整勘定 11,576 △5,351

退職給付に係る調整額 － 7,691

その他の包括利益合計 38,533 19,059

四半期包括利益 142,341 56,346

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143,349 57,767

少数株主に係る四半期包括利益 △1,008 △1,421

- 7 -

日本ルツボ㈱ (5355) 平成27年3月期 第1四半期決算短信



（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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