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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調な内外需を背景とした輸出増加および生産活動拡大に伴

い、企業収益および業況判断が改善し、緩やかな回復基調が続きました。先行きに関しては、米国の経済政策運営

や北朝鮮の地政学的リスクなどの影響の懸念もありますが、景気は引き続き緩やかに回復すると見込まれておりま

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は、第３四半期、国内自動

車販売台数は前年比若干減少しましたが、国内生産台数の前年比増加は継続しております。 

 鉄鋼産業は、中国の粗鋼生産がなおも高水準ではあるものの、国内粗鋼生産量が前年比でほぼ横ばいまで回復し

ており、上向きの基調で推移しております。 

 このような状況の中、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３四半期連結累計期間の売上高は65億４千５百万円と前年同四半期比14.4％増加

いたしました。利益面では、営業利益は３億８千６百万円（前年同四半期比58.7％増）、経常利益は４億円（前年

同四半期比49.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億５千４百万円（前年同四半期比27.4％増）となり

ました。 

 

①事業の分野別業績

 鋳造市場向けは、国内自動車生産台数が前年比増加となるなか、売上高は30億６千３百万円（売上高比率

46.7％）と前年同四半期比6.2％増加いたしました。 

 鉄鋼市場向けは、高炉工事の受注増等により、売上高は10億１千９百万円（売上高比率15.6％）と前年同四半期

比1.4％増加いたしました。 

 溶解炉・環境市場向けは、連結子会社化した眞保炉材工業株式会社の売上も寄与し、売上高は17億２千８百万円

（売上高比率26.4％）と前年同四半期比49.0％増加いたしました。 

 海外市場向けは、北米向け出荷の増加等により、売上高は４億３千６百万円（売上高比率6.7％）と前年同四半

期比2.2％増加いたしました。 

 不動産事業は、３月に完成した大阪倉庫の売上が寄与し、売上高は３億円（売上高比率4.6％）と前年同四半期

比20.6％増加いたしました。 

 

 ②事業の種類別セグメントの業績

 セグメント別の売上高は、耐火物等事業が44億円（売上高比率67.2％）と前年同四半期比4.4％増加し、営業利

益は４億６千７百万円と前年同四半期比69.1％増加いたしました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリング

事業は18億４千５百万円（売上高比率28.2％）と前年同四半期比46.5％増加したものの、営業利益は１億４千６百

万円と前年同四半期比2.8％減少いたしました。不動産事業は３億円（売上高比率4.6％）と前年同四半期比20.6％

増加し、営業利益は１億６千２百万円と前年同四半期比18.6％増加いたしました。

 

（２）財政状態に関する説明

 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４億１千２百万円（7.1％）増加し、62億２千

９百万円となりました。主として、受取手形及び売掛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５億６千５百万円（14.3％）増加し、45億２千

１百万円となりました。主として、眞保炉材工業株式会社の子会社化に伴うのれんの発生によるものです。 

 これにより、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比９億７千７百万円（10.0％）増加

し、107億４千９百万円となりました。 

 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３億９千６百万円（11.7％）増加し、37億８千

９百万円となりました。主として、買掛金及び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２億８千２百万円（11.6％）増加し、27億２千

２百万円となりました。主として、眞保炉材工業株式会社の子会社化等に伴う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２億９千９百万円（7.6％）増加し、42億３千９

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39.4％（前連結会計年度末は40.3％）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 

 平成30年３月期の通期連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）につきましては、平成29年５月11

日に公表した通期連結業績予想から修正を行っております。連結業績につきましては、積極的な営業活動及び経費

削減により、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも予想を上回る見込みで

あります。 

 

［通期連結業績予想］ 

  売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に帰

属する当期純利

益

1株当たり

当期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 8,700 450 440 300 22.19

今回修正予想（Ｂ） 8,930 510 530 340 25.15

増減額（Ｂ－Ａ） 230 60 90 40  

増減率（％） 2.6 13.3 20.5 13.3  

前期実績 7,823 377 406 290 21.46

 

 平成30年３月期の通期個別業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）につきましても、平成29年５月11

日に公表した通期個別業績予想から修正を行っております。個別業績の修正理由は連結業績と同様であります。 

 

［通期個別業績予想］

  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 百万円

前回発表予想（Ａ） 7,800 320 330 240 17.75

今回修正予想（Ｂ） 8,004 394 424 300 22.19

増減額（Ｂ－Ａ） 204 74 94 60  

増減率（％） 2.6 23.1 28.5 25.0  

前期実績 7,690 309 327 238 17.59

 

（注）上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成29年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,482,139 1,431,322 

受取手形及び売掛金 2,575,841 2,898,197 

電子記録債権 159,459 136,151 

商品及び製品 461,531 540,184 

仕掛品 277,361 361,574 

原材料及び貯蔵品 520,803 595,028 

その他 339,139 266,208 

貸倒引当金 △35 △35 

流動資産合計 5,816,238 6,228,629 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,532,590 1,623,140 

機械装置及び運搬具（純額） 638,556 604,228 

工具、器具及び備品（純額） 39,315 45,495 

土地 104,875 119,850 

リース資産（純額） 161,634 139,318 

建設仮勘定 － 107,200 

有形固定資産合計 2,476,970 2,639,231 

無形固定資産    

のれん － 310,827 

その他 67,203 44,237 

無形固定資産合計 67,203 355,064 

投資その他の資産    

投資有価証券 610,764 826,587 

関係会社出資金 335,120 302,876 

繰延税金資産 274,102 201,140 

その他 193,157 197,084 

貸倒引当金 △1,352 △1,232 

投資その他の資産合計 1,411,791 1,526,455 

固定資産合計 3,955,964 4,520,750 

資産合計 9,772,202 10,749,379 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成29年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 574,894 735,593 

電子記録債務 735,716 786,736 

短期借入金 1,390,900 1,598,237 

リース債務 77,211 56,699 

未払法人税等 87,867 8,684 

賞与引当金 180,070 110,293 

役員賞与引当金 17,125 17,018 

その他 329,113 475,463 

流動負債合計 3,392,896 3,788,723 

固定負債    

長期借入金 1,339,550 1,726,543 

リース債務 139,746 101,229 

役員退職慰労引当金 134,050 71,234 

退職給付に係る負債 629,088 612,310 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 188,769 202,326 

固定負債合計 2,439,703 2,722,142 

負債合計 5,832,599 6,510,865 

純資産の部    

株主資本    

資本金 704,520 704,520 

資本剰余金 60,700 60,700 

利益剰余金 3,099,894 3,272,618 

自己株式 △69,294 △69,442 

株主資本合計 3,795,820 3,968,396 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 143,707 280,750 

繰延ヘッジ損益 △99 － 

為替換算調整勘定 175 △10,632 

その他の包括利益累計額合計 143,783 270,118 

純資産合計 3,939,603 4,238,514 

負債純資産合計 9,772,202 10,749,379 
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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28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

売上高 5,723,170 6,544,812 

売上原価 4,164,969 4,695,596 

売上総利益 1,558,201 1,849,216 

販売費及び一般管理費 1,314,824 1,463,093 

営業利益 243,377 386,123 

営業外収益    

受取利息 237 88 

受取配当金 15,823 21,593 

受取家賃 12,573 13,985 

持分法による投資利益 952 78 

補助金収入 14,721 － 

その他 13,808 13,107 

営業外収益合計 58,114 48,851 

営業外費用    

支払利息 28,947 32,104 

手形売却損 723 903 

その他 4,752 1,984 

営業外費用合計 34,422 34,991 

経常利益 267,069 399,983 

特別利益    

固定資産売却益 － 574 

投資有価証券売却益 2,405 － 

関係会社株式売却益 744 － 

特別利益合計 3,149 574 

特別損失    

固定資産除却損 741 15,427 

投資有価証券評価損 118 － 

関係会社株式売却損 － 5,943 

特別損失合計 859 21,370 

税金等調整前四半期純利益 269,359 379,187 

法人税、住民税及び事業税 37,200 62,242 

法人税等調整額 32,891 63,111 

法人税等合計 70,091 125,353 

四半期純利益 199,268 253,834 

親会社株主に帰属する四半期純利益 199,268 253,834 
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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28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

四半期純利益 199,268 253,834 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 63,907 137,043 

繰延ヘッジ損益 374 99 

持分法適用会社に対する持分相当額 △57,940 △10,807 

その他の包括利益合計 6,341 126,335 

四半期包括利益 205,609 380,169 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 205,609 380,169 
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（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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