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平成２０年３月期  第１四半期財務・業績の概況 
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上 場 会 社 名   美 濃 窯 業 株 式 会 社        上 場 取 引 所   名古屋（市場第二部） 

コ ー ド 番 号   ５３５６               （URL http://www.mino-ceramic.co.jp ） 

代 表 者 （役職名）代表取締役社長    （氏名）太田 滋 俊 

問合せ先責任者 （役職名）取締役執行役員経理部長（氏名）中尾 晴一朗 ＴＥＬ（052）551-9221 

 

                                       (百万円未満切捨て) 
１.平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
 

 (１) 連結経営成績                         (％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（当期） 

純  利  益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,106 △1.9 35 △73.6 47 △71.8 22 △71.4

19年３月期第１四半期 2,147 △1.9 134 △18.2 168 △3.1 79 △4.7

19年３月期 10,286 543 571  175 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 2.25 － 

19年３月期第１四半期 8.46 － 

19年３月期 17.96 － 
 

 (２)連結財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 11,645 6,522 52.9 612 27

19年３月期第１四半期 12,157 6,403 48.2 627 74

19年３月期 11,757 6,459 51.9 606 14
 

 (３)連結キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物  

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 144 △11 △49 1,460 

19年３月期第１四半期 △279 △102 △80 1,436 

19年３月期 △168 △231 △122 1,376 
 

２.平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）  【参 考】 
                       (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 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

中間期 4,300 △14.6 160 △43.5 180 △40.1 80 ― 7 94

通 期 10,300 0.1 570 4.8 600 4.9 300 71.0 29 79

※ 業績予想の見直しは行なっておりません。 
 

３.その他 
（１） 期中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） 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無               ：有 

（３） 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無             ：有 
 
［（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。］ 
 
 

 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１.連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの第１四半期における耐火物事業は長引く価格競争により価格の低迷状態が続き、加えて原

燃料価格は沈静化する気配も見えず、製造コストの大幅増加要因となるなど非常に厳しい状況が続きました。 

またプラント事業も、好調な設備投資を背景に受注の更なる拡大に努めました結果、受注残高は増加いた

しましたが、工事完工のずれ込みもあり、売上、利益面とも厳しい状況となりました。一方、建材および舗

装用材事業では、引き続き重点商品の拡販、浸透に努め順調な成果となりました。 

以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は2,106百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益は47百万

（前年同期比71.8％減）、四半期純利益は22百万円（前年同期比71.4％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ112百万円減少いたしました。主な要因は、受

取手形及び売掛金が535百万円減少し、現金及び預金が93百万円、たな卸資産が207百万円、投資その他の資

産が91百万円とそれぞれ増加しましたこと等によるものであります。 

純資産の部は、6,522百万円となり前連結会計年度末に比べて62百万円増加となりましたが、その主な原

因はその他有価証券評価差額金が72百万円増加したことによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期は前第１四半期と比較して、営業利益、経常利益、四半期純利益共に低い水準となりましたが、

おおむね当初の計画通り推移しており、平成19年５月22日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありま

せん。 

 

４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。 

 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準及び引当金の計上基準については、一部簡便な手続きを採用しております。 
 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

平成19年度法人税法の改正に伴い、当第１四半期より平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に定める方法により減価償却費を計上しております。また、当第１四半

期より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が終了している

ものについては、残存簿価を５年間で均等償却しております。 
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５.（要約）四半期連結財務諸表 

(１)（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

(平成19年３月期

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年３月期

第１四半期末) 

 

増 減 
（参考）前期末 

(平成19年３月期末)科   目  

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,452,929 1,479,418 26,488  1,385,487

２ 受取手形及び売掛金  3,856,961 3,887,578 30,616  4,423,037

３ たな卸資産  2,420,353 1,988,494 △431,859  1,781,407

４ その他  240,296 232,022 △8,273  276,980

  流動資産合計  7,970,541 7,587,514 △383,027 △4.8 7,866,913

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産  2,105,862 1,801,933 △303,929  1,736,557

２ 無形固定資産  31,675 118,434 86,758  107,933

３ 投資その他の資産  2,049,025 2,137,218 88,192  2,046,070

固定資産合計  4,186,564 4,057,585 △128,978 △3.1 3,890,561

  資産合計  12,157,105 11,645,099 △512,005 △4.2 11,757,475

(負債の部)    

 Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  2,704,568 2,242,611 △461,957  2,321,496

２ 短期借入金  680,000 1,060,000 380,000  680,000

３ 1年以内償還予定の社債  400,000 ― △400,000  400,000

４ 未払費用  128,742 130,683 1,940  164,145

５ 未払法人税等  76,315 32,396 △43,919  207,746

６ その他  611,491 566,154 △45,336  480,854

流動負債合計  4,601,118 4,031,846 △569,272 △12.4 4,254,243

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  554,954 557,718 2,763  544,915

２ 役員退職慰労引当金  415,248 380,861 △34,386  376,284

３ その他  182,777 152,268 △30,508  122,351

  固定負債合計  1,152,980 1,090,848 △62,131 △5.4 1,043,551

  負債合計  5,754,098 5,122,694 △631,404 △11.0 5,297,794

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  877,000 877,000 0 0.0 877,000

２ 資本剰余金  378,744 402,492 23,747 6.3 402,492

３ 利益剰余金  4,379,955 4,803,968 424,013 9.7 4,815,559

４ 自己株式  △427,912 △608,908 △180,995 △42.3 △608,486

  株主資本合計  5,207,787 5,474,552 266,764 5.1 5,486,564

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  657,637 689,795 32,158 4.9 616,879

  評価・換算差額等合計  657,637 689,795 32,158 4.9 616,879

Ⅲ 少数株主持分  537,582 358,057 △179,525 △33.4 356,236

純資産合計  6,403,006 6,522,405 119,398 1.9 6,459,680

負債、純資産合計  12,157,105 11,645,099 △512,005 △4.2 11,757,475
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(２)（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

(平成19年３月期

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年３月期

第１四半期) 

増 減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）科   目  

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高  2,147,380 2,106,159 △41,221 △1.9 10,286,478

Ⅱ 売上原価  1,614,607 1,684,085 69,477 4.3 8,177,489

売上総利益  532,773 422,074 △110,698 △20.8 2,108,989

Ⅲ 販売費及び一般管理費  398,539 386,678 △11,861 △3.0 1,565,040

営業利益  134,233 35,395 △98,837 △73.6 543,948

Ⅳ 営業外収益  38,855 19,553 △19,301 △49.7 44,980

Ⅴ 営業外費用  4,088 7,348 3,260 79.8 17,197

経常利益  168,999 47,600 △121,399 △71.8 571,731

Ⅵ 特別利益  6,135 9,300 3,165 51.6 242,961

Ⅶ 特別損失  2,445 1,081 △1,363 △55.8 387,609

税金等調整前 

四半期(当期)純利益 
 172,689 55,819 △116,870 △67.7 427,083

 税金費用  76,679 30,104 △46,574 △60.7 218,190

少数株主利益  16,922 3,066 △13,856 △81.9 33,483

四半期(当期)純利益  79,087 22,648 △56,439 △71.4 175,409
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(３)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

  前年同四半期（平成19年３月期 第１四半期）                    (単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 877,000 378,744 4,359,899 △427,912 5,187,731

当四半期中の変動額  

 剰余金の配当（注） △37,301  △37,301

 役員賞与（注） △21,730  △21,730

 四半期純利益 79,087  79,087

株主資本以外の項目の当 

四半期中の変動額（純額） 
 

当四半期中の変動額合計 ― ― 20,055 ― 20,055

平成18年６月30日残高 877,000 378,744 4,379,955 △427,912 5,207,787

 

評価・換算差額等

 その他有価証券

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 765,166 526,127 6,479,025

当四半期中の変動額 

 剰余金の配当（注） △37,301

 役員賞与（注） △21,730

 四半期純利益 79,087

株主資本以外の項目の当 

四半期中の変動額（純額） 
△107,528 11,454 △96,074

当四半期中の変動額合計 △107,528 11,454 △76,018

平成18年６月30日残高 657,637 537,582 6,403,006

（注）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  当四半期（平成20年３月期 第１四半期）                      (単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 877,000 402,492 4,815,559 △608,486 5,486,564

当四半期中の変動額  

 剰余金の配当 △34,238  △34,238

 四半期純利益 22,648  22,648

 自己株式の取得 △421 △421

株主資本以外の項目の当 

四半期中の変動額（純額） 
 

当四半期中の変動額合計 ― ― △11,590 △421 △12,012

平成19年６月30日残高 877,000 402,492 4,803,968 △608,908 5,474,552

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高 616,879 356,236 6,459,680

当四半期中の変動額 

 剰余金の配当 △34,238

 四半期純利益 22,648

 自己株式の取得 △421

株主資本以外の項目の当 

四半期中の変動額（純額） 
72,916 1,820 74,737

当四半期中の変動額合計 72,916 1,820 62,724

平成19年６月30日残高 689,795 358,057 6,522,405
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（参考）前期(平成19年３月期)                              (単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 877,000 378,744 4,359,899 △427,912 5,187,731

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △37,301  △37,301

 剰余金の配当 △34,244  △34,244

 役員賞与（注） △24,480  △24,480

 当期純利益 175,409  175,409

 自己株式の取得 △508 △508

 株式交換による変動額 

（純額） 
23,747 376,276 △180,065 219,958

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額 

（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 ― 23,747 455,659 △180,574 298,832

平成19年３月31日残高 877,000 402,492 4,815,559 △608,486 5,486,564

 

評価・換算差額等

 その他有価証券

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 765,166 526,127 6,479,025

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当（注） △37,301

 剰余金の配当 △34,244

 役員賞与（注） △24,480

 当期純利益 175,409

 自己株式の取得 △508

 株式交換による変動額 

（純額） 
219,958

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額 

（純額） 

△148,286 △169,891 △318,177

連結会計年度中の変動額合計 △148,286 △169,891 △19,344

平成19年３月31日残高 616,879 356,236 6,459,680

（注）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                         （単位：千円） 

 

前年同四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年３月期 

第１四半期) 

（参考）前期 

（平成19年３月期）

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税金等調整前四半期(当期)純利益 172,689 55,819 427,083 

  減価償却費 55,247 48,113 199,617 

  退職給付引当金の増減額(減少：△) 17,786 17,379 5,074 

  貸倒引当金の増減額(減少：△) △2,025 △2,489 2,921 

  賞与引当金の増減額（減少：△） ― △125,250 △5,220 

  製品保証等引当金の増減額(減少：△) △500 2,710 △20,760 

  受取利息及び受取配当金 △14,576 △16,867 △30,351 

  支払利息 3,351 4,817 15,587 

  固定資産除却損 307 1,008 3,910 

  売上債権の増減額(増加：△) △203,773 535,459 △769,849 

  たな卸資産の増減額(増加：△) △572,478 △207,086 66,467 

  仕入債務の増減額(減少：△) 226,134 △78,884 △156,938 

  役員賞与の支払額 △24,480 ― △24,480 

  その他 139,372 105,462 318,912 

   小計 △202,945 340,192 31,975 

  利息及び配当金の受取額 14,576 16,867 30,351 

  利息の支払額 △3,622 △7,748 △16,260 

  法人税等の支払額 △87,953 △204,691 △214,955 

  その他 ― ― 320 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △279,944 144,620 △168,569 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の預入による支出 △5,144 △5,148 △77,231 

 定期預金の払戻による収入 5,143 5,144 27,226 

 有形固定資産の取得による支出 △103,788 △47,128 △246,490 

  投資有価証券の取得による支出 △302 △20,679 △43,781 

 投資有価証券の売却による収入 ― 65,041 145,571 

 貸付金回収による収入 92 3,124 564 

 その他 1,114 △11,463 △37,074 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △102,885 △11,109 △231,215 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金の純増減額(減少：△) △50,000 380,000 △50,000 

 社債の償還による支出 ― △400,000 ― 

 配当金の支払額 △29,217 △27,831 △71,397 

 その他 △890 △1,757 △1,399 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △80,108 △49,588 △122,797 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △260 21 △6 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △463,198 83,943 △522,588 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,899,561 1,376,973 1,899,561 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 
1,436,363 1,460,917 1,376,973 

 

 


