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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀の経済政策を背景に企業収益や雇用情勢に改善が

みられるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国経済の減速の影響が出てきてお

り景気の先行きは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、主要取引先である自動車関連産業は、海外市場での販売が好

調に推移する一方、国内生産台数は販売の落ち込みから、前年同月比減少が続いております。

 鉄鋼産業につきましては、自動車用鋼材の需要回復の遅れから生産調整が行われるなど弱含みで推移いたしまし

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２四半期連結累計期間の売上高は40億６百万円と前年同四半期比0.1％増の微

増となりました。

 利益面では、昨年から続く円安による原料価格の上昇により利益率が低下したため、営業利益は１億８百万円

（前年同四半期比16.6％減）、経常利益は1億1千4百万円（前年同四半期比21.0％減）、親会社に帰属する四半期

純利益は7千5百万円（前年同四半期比24.0％減）といずれも前年同四半期比減益になりました。 

 

 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は前年比減少しておりますが、売上高は19億１千３百万円（売上高比率

47.8％）と前年同四半期比0.1％増加いたしました。

 鉄鋼市場向けは、高炉の炉修工事の減少により、売上高は６億７千５百万円（売上高比率16.8％）と前年同四半

期比3.1％減少いたしました。

 溶解炉・環境関連市場向けは、新設の炉の受注や炉修工事が増加したことにより、売上高は９億４千８百万円

（売上高比率23.7％）と前年同四半期比8.1％増加いたしました。

 海外市場向けは、アジア市場における炉の受注や炉修工事が減少したため、売上高は３億円（売上高比率

7.5％）と前年同四半期比12.1％減少いたしました。

 不動産事業は、売上高１億７千万円（売上高比率4.2％）と前年同四半期比3.0％減少いたしました。 

 

 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、耐火物事業の売上高は28億４千４百万円（売上高比率70.8％）と前年同四半期比

1.1％減少し、営業利益は９千２百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリング事業の売上

高は10億６百万円（売上高比率25.0％）と前年同四半期比4.5％増加し、営業利益は１億４千４百万円となりまし

た。不動産事業の売上高は１億７千万円（売上高比率4.2％）と前年同四半期比3.0％減少し、営業利益は９千１百

万円となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比２億８千９百万円（5.0％）減少し、55億２千

８百万円となりました。主なものは、現金及び預金の減少によるものです。

 当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比１億１千９百万円（3.3％）減少し、34億３千

３百万円となりました。主なものは、投資有価証券の評価差額によるものです。

 これにより、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比４億８百万円（4.4％）減少し、89

億６千１百万円となりました。

 当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比２億９千４百万円（7.8％）減少し、34億９千

３百万円となりました。主なものは、支払手形及び電子記録債務の減少によるものです。

 当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比９千６百万円（5.0％）減少し、18億６百万円

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２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比１千９百万円（0.5％）減少し、36億６千３百万

円となりました。

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は40.8％（前連結会計年度末は39.2％）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

 当第３四半期以降につきましては、景気の先行き及び関連業界の業績が不透明であるため、平成27年５月14日に

公表しました平成26年３月期の通期連結・個別業績予想の修正は行っておりません。

 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あります。

 

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

（会計方針の変更）

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動

による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理

の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度について

は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組換えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来に

わたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。
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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27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,453,163 1,253,109 

受取手形及び売掛金 2,462,640 2,474,119 

電子記録債権 136,728 129,063 

商品及び製品 574,477 520,890 

仕掛品 322,559 319,866 

原材料及び貯蔵品 582,930 546,538 

その他 290,979 285,271 

貸倒引当金 △6,322 △1,020 

流動資産合計 5,817,154 5,527,836 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 919,797 895,103 

機械装置及び運搬具（純額） 762,058 718,245 

工具、器具及び備品（純額） 49,965 44,942 

土地 104,875 104,875 

リース資産（純額） 197,087 184,415 

建設仮勘定 － 11,400 

有形固定資産合計 2,033,782 1,958,980 

無形固定資産 119,538 111,429 

投資その他の資産    

投資有価証券 576,050 515,147 

関係会社出資金 371,350 366,400 

繰延税金資産 263,455 293,091 

その他 192,756 198,229 

貸倒引当金 △4,631 △9,930 

投資その他の資産合計 1,398,980 1,362,937 

固定資産合計 3,552,300 3,433,346 

資産合計 9,369,454 8,961,182 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 604,627 494,003 

電子記録債務 880,206 691,872 

短期借入金 1,578,700 1,654,700 

リース債務 78,244 81,757 

未払法人税等 58,292 45,884 

賞与引当金 146,580 157,978 

役員賞与引当金 12,500 5,750 

その他 427,024 360,613 

流動負債合計 3,786,173 3,492,557 

固定負債    

長期借入金 859,300 744,450 

リース債務 204,014 202,164 

役員退職慰労引当金 114,125 112,300 

退職給付に係る負債 567,802 590,388 

資産除去債務 8,500 8,500 

その他 147,864 148,086 

固定負債合計 1,901,605 1,805,888 

負債合計 5,687,778 5,298,445 

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 2,770,809 2,791,763 

自己株式 △69,237 △69,237 

株主資本合計 3,462,168 3,483,122 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 147,844 105,809 

繰延ヘッジ損益 △891 △703 

為替換算調整勘定 61,431 63,885 

その他の包括利益累計額合計 208,384 168,991 

非支配株主持分 11,124 10,624 

純資産合計 3,681,676 3,662,737 

負債純資産合計 9,369,454 8,961,182 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 4,002,313 4,005,874 

売上原価 2,979,514 3,006,403 

売上総利益 1,022,799 999,471 

販売費及び一般管理費 893,005 891,251 

営業利益 129,794 108,220 

営業外収益    

受取利息 327 455 

受取配当金 9,297 11,179 

受取家賃 9,278 8,679 

為替差益 9,419 1,923 

持分法による投資利益 3,821 － 

補助金収入 6,322 － 

その他 2,136 6,269 

営業外収益合計 40,600 28,505 

営業外費用    

支払利息 25,765 22,286 

持分法による投資損失 － 97 

手形売却損 669 734 

その他 240 6 

営業外費用合計 26,674 23,123 

経常利益 143,720 113,602 

特別損失    

固定資産除却損 1,185 4,495 

ゴルフ会員権評価損 170 － 

特別損失合計 1,355 4,495 

税金等調整前四半期純利益 142,365 109,107 

法人税、住民税及び事業税 63,530 44,860 

法人税等調整額 △17,538 △10,281 

法人税等合計 45,992 34,579 

四半期純利益 96,373 74,528 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,413 △500 

親会社株主に帰属する四半期純利益 98,786 75,028 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益 96,373 74,528 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 43,566 △42,035 

繰延ヘッジ損益 185 188 

退職給付に係る調整額 15,381 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 25,114 2,454 

その他の包括利益合計 84,246 △39,393 

四半期包括利益 180,619 35,135 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 183,032 35,635 

非支配株主に係る四半期包括利益 △2,413 △500 
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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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