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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 81,640 △3.5 3,508 △30.4 2,949 △38.7 △70 ―
20年3月期 84,565 6.2 5,037 2.6 4,810 3.3 2,126 17.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △1.07 ― △0.3 3.0 4.3
20年3月期 32.23 ― 6.7 4.5 6.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  55百万円 20年3月期  77百万円

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

21年3月期 93,319 30,846 27.4 386.96
20年3月期 103,639 36,081 29.1 458.01

（参考） 自己資本   21年3月期  25,517百万円 20年3月期  30,207百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 385 △2,447 1,773 7,104
20年3月期 8,071 △3,457 △3,914 7,555

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 329 15.5 1.0
21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 329 ― 1.1
22年3月期 

（予想）
― 2.50 ― 2.50 5.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

32,800 △27.1 700 △69.0 500 △76.9 100 △89.7 1.52

通期 83,000 ― 2,600 ― 2,000 ― 1,100 ― 13.72



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）  有  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名 遼寧品川和豊冶金材料有限公司 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 66,000,000株 20年3月期 66,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  54,864株 20年3月期  46,433株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,122 0.3 2,493 △8.8 2,653 △7.6 △178 ―
20年3月期 44,986 3.4 2,733 14.2 2,873 17.2 1,520 △7.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △2.71 ―
20年3月期 23.06 ―

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

21年3月期 62,262 22,588 36.3 342.53
20年3月期 69,681 25,643 36.8 388.80

（参考） 自己資本 21年3月期  22,588百万円 20年3月期  25,643百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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

第2四半期 
累計期間

18,000 △8.0 500 △4.5 500 △13.3 300 △65.8 4.55

通期 51,700 ― 1,700 ― 1,600 ― 1,000 ― 12.47
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(注記事項) 

(1) JFE 炉材株式会社との合併について 

JFE 炉材株式会社は、当社と同じく総合耐火物メーカーとして営業活動を展開しております。耐火物業

界を取り巻く環境は急激な景気の悪化による需要の減退という厳しい状況にありますが、中長期的には

主たる需要業界である鉄鋼業における世界的規模での粗鋼生産の拡大を背景とした更なる需要の拡大が

期待される状況にあります。当社と JFE 炉材株式会社は、合併による事業拡大を通じて世界トップクラ

スの総合耐火物メーカーとして更なる成長・発展を目指すことが必要と考え、当社を存続会社、JFE 炉材

株式会社を消滅会社として、平成 21 年 10 月 1 日を効力発生日とする両社の合併を行うことについて、

平成 21 年 3 月 30 日開催の取締役会において決議し、同日、合併契約書を締結いたしました。今後は、

本年 6月 26 日開催予定の定時株主総会において、合併契約書の承認を得るなど法的手続きを踏まえた上

で、本年 10 月 1日の合併に向けて準備を進めてまいります。なお、合併後の商号は「品川リフラクトリ

ーズ株式会社」を予定しております。 

(詳細につきましては平成 21 年 3 月 30 日付の開示資料｢品川白煉瓦株式会社と JFE 炉材株式会社の合

併契約書締結について｣をご参照願います。) 

(2) 平成 22 年 3月期 1株当たり予想配当金および配当性向について 

1 株当たり配当金は、第 2四半期末は当社、期末は合併新会社の予想配当金を記載しております。通期

業績予想は、当社の第 2四半期累計期間予想に合併新会社の下期業績予想を合算したものとなります。「3.

平成 22 年 3 月期の連結業績予想」の 1 株当たり当期純利益は、これを使用して算出しているため、1 株

当たり配当金予想と、1 株当たり当期純利益予想には整合性がないことから、22 年 3 月期予想の配当性

向については、記載を省略しております。 

(3) 平成 22 年 3月期の連結業績予想について 

第 2 四半期累計期間予想は当社、通期業績予想は合併新会社のものを記載しております。なお、通期

業績予想については当社の第 2 四半期累計期間予想に合併新会社の下期業績予想を合算したものとなっ

ております。 

(4) 平成 22 年 3月期の連結業績予想の増減率について 

連結業績予想の通期については、当社の第 2 四半期累計期間予想に合併新会社の下期業績予想を合算

したものであるため、前期比増減率は、記載を省略しております。 

参考までに、当社の 21 年 3 月期連結業績と比較した場合の増減率は、売上高「1.7%」、営業利益 

「△25.9%」、経常利益「△32.2%」、当期純利益「―」となります。 

(5) 平成 22 年 3月期の連結業績予想の 1株当たり当期純利益について 

第 2 四半期累計期間までは当社の発行済株式数(自己株式控除後)を発行株式数とし、10 月以降は、当

社の発行済株式数(自己株式控除後)に JFE 炉材株式会社の株主に割り当てられる株式数を合算したもの

を合併新会社の発行株式数として、期中平均株式数を計算し、1株当たり当期純利益を算出しております。

なお、JFE 炉材株式会社の株主に割り当てられる株式数は、平成 21 年 3月 30 日に当社と JFE 炉材株式会

社との間で締結された合併契約書の株式交換比率に基づいて算出しております。 

参考までに、合併新会社下期の 1株当たり当期純利益は、10.60 円となります。 
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(6) 平成 22 年 3月期の個別業績予想について 

第 2 四半期累計期間予想は当社、通期業績予想は合併新会社のものを記載しております。なお、通期

業績予想については当社の第 2 四半期累計期間予想に合併新会社の下期業績予想を合算したものとなっ

ております。 

(7) 平成 22 年 3月期の個別業績予想の増減率について 

個別業績予想の通期については、当社の第 2 四半期累計期間予想に合併新会社の下期業績予想を合算

したものであるため、前期比増減率は、記載を省略しております。 

参考までに、当社の 21 年 3 月期連結業績と比較した場合の増減率は、売上高「14.6%」、営業利益 

「△31.8%」、経常利益「△39.7%」、当期純利益「―」となります。 

(8) 平成 22 年 3月期の個別業績予想の 1株当たり当期純利益について 

第 2 四半期累計期間までは当社の発行済株式数(自己株式控除後)を発行株式数とし、10 月以降は、当

社の発行済株式数(自己株式控除後)に JFE 炉材株式会社の株主に割り当てられる株式数を合算したもの

を合併新会社の発行株式数として、期中平均株式数を計算し、1株当たり当期純利益を算出しております。

なお、JFE 炉材株式会社の株主に割り当てられる株式数は、平成 21 年 3月 30 日に当社と JFE 炉材株式会

社との間で締結された合併契約書の株式交換比率に基づいて算出しております。 

参考までに、合併新会社下期の 1株当たり当期純利益は、7.50 円となります。 
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1.経営成績 
 
（1）経営成績に関する分析 

1）当期の経営成績 
当連結会計年度における我が国経済は、米国のサブプライム問題に端を発する国際的な

金融危機が金融市場のみならず実体経済にも深刻かつ急激な影響を与え、下半期以降、企

業の生産活動の大幅な縮小や設備投資の減少等、経済のあらゆる面で急速に悪化傾向を辿

るという厳しい状況の中で推移いたしました。 

耐火物業界の最大の需要先である鉄鋼業界でも、世界的な景気の悪化の影響を受け、下

半期以降需要が急減し、当連結会計年度の粗鋼生産量は前期比 13.2％減の 1億 550 万トン

と過去最大の落ち込みを記録しました。 

当耐火物業界におきましては、粗鋼生産の急減という厳しい環境に加え、需要先業界で

推し進める徹底した合理化や、落ち着きの兆しは見られるものの未だ高止っている原料価

格等のコスト上昇圧力により、当連結会計年度も依然として厳しい状態が続きました。 

このような状況ではありましたが、当社グループでは、主たる事業である耐火物事業に

おいて厳しい競争を勝ち抜くために、拡販とその背景となる顧客満足度の向上を最重要課

題に掲げ、営業・生産活動に励むとともに、積極的にグループとして事業規模の拡大を図

ってまいりました。特に戦略アイテムでの海外進出に注力し、連続鋳造用モールドパウダ

ーの合弁事業会社として中国遼寧省に設立した遼寧品川和豊冶金材料有限公司が生産を

開始いたしました。中国市場に対する新たな拠点とするとともに、日本・米国・中国の既

存のモールドパウダー製造拠点と連携した機動的な事業運営を行うことで、世界のモール

ドパウダー市場に質量両面で対応できる体制の構築を目指しております。 

更に、本年 3 月には JFE 炉材株式会社との間で合併契約書を締結いたしました。本年 6

月に開催される両社の定時株主総会での承認を前提として、本年 10 月 1 日付けで当社を

存続会社として両社が合併し、新会社「品川リフラクトリーズ株式会社」としてスタート

を切る予定であります。合併による事業拡大を通じて総合耐火物メーカーとして世界トッ

プクラスの技術競争力・コスト競争力の実現、原料の安定調達を図り、経営基盤および需

要家向け安定供給体制を強化し、更なる成長・発展を目指すことが必要と考え、締結に至

ったものであります。 

   この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は前年同期に比べ 29 億 25 百

万円（3.5％）減少し 816 億 40 百万円となりました。損益面におきましては、経常利益は

29 億 49 百万円と前年同期比 18 億 60 百万円（38.7％）の減益となりました。また、当期

純損益につきましては、貸倒引当金戻入額 44 百万円等特別利益 70 百万円を計上いたしま

したが、投資有価証券評価損18億93百万円等特別損失28億28百万円がありました結果、

前年同期比 21 億 96 百万円減益の 70 百万円の損失となりました。 

次に事業の種類別セグメントの概況をご報告申し上げます。 

＜耐火物等事業＞ 

   耐火物等事業につきましては、当社及び国内子会社において鉄鋼向け耐火煉瓦・不定形

耐火物等の売上は粗鋼生産の急減により数量的には減少しましたが価格改定により金額

面では増加しました。自動車業界での生産縮小や IT 関連業界での設備投資抑制により、

国内子会社において同業界向けの耐火断熱煉瓦・セラミックファイバー等の売上が減少し
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ました。また、円高の進行により海外子会社における円ベースでの売上は減少しました。

この結果、売上高は 663 億 82 百万円と前年同期比 15 億 9 百万円（2.2％）の減収となり

ました。 

＜エンジニアリング事業＞ 

   エンジニアリング事業は、高炉改修工事等の減少により、売上高は 111 億 30 百万円と

前年同期比 11 億 40 百万円（9.3％）の減収となりました。 

＜不動産・レジャー等事業＞ 

  不動産・レジャー等事業につきましては、景気減退の影響等により、売上高は 41 億 27

百万円と前年同期比 2億 75 百万円（6.3％）の減収となりました。 
2）次期の見通し 
今後の経済見通しにつきましては、短期的には先行きに対する不透明感は拭いきれず、

予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

耐火物業界を取り巻く環境は、過去に例を見ない急激な景気の悪化による大幅な需要減

退という厳しい状況にありますが、中長期的には主たる需要業界である鉄鋼業における世

界的規模での粗鋼生産の拡大を背景とした更なる需要の拡大が期待される状況にありま

す。 

このような状況の中、当社グループは、総合耐火物メーカートップの地位を維持し、更

に進展させるという基本方針の下、技術競争力の強化向上に努め、コスト競争力の徹底し

た追求、顧客ニーズに対する迅速な対応とサービスの向上を推進します。更に、競争力を

高めるためには企業規模の拡大が不可欠であり、海外進出を含め常に拡大志向で検討を続

けてまいります。 

本年 10 月に予定しております合併による効果である①営業基盤の強化、②経営の効率

化、③経営資源の有効活用、④財務基盤の強化による信用力の活用、を早期に具体的なも

のとし、より安定した収益体質を確立することにより株主の皆様のご期待に応えるべくグ

ループ一丸となって邁進する所存であります。 

主たる需要業界である鉄鋼業における粗鋼生産は中長期的には拡大が期待されるもの

の、短期的には当面頭打ちの状況が続くと予想されることから、現時点では平成 22 年 3

月期の連結業績予想につきまして、売上高 830 億円、経常利益 20 億円、当期純利益 11 億

円を見込んでおります。また、個別業績予想につきましては、売上高 517 億円、経常利益

16 億円、当期純利益 10 億円を見込んでおります。なお、この業績予想には、10 月 1 日に

予定されている JFE 炉材株式会社との合併による影響を織り込んでおります。 

（2）財政状態に関する分析 
1）資産、負債及び純資産の状況 
 当連結会計年度末の総資産は受取手形及び売掛金の減少と投資有価証券の含み益の減

少を主たる要因として前期末に比べ 103億 20百万円減少し、933億 19百万円となりまし
た。 
 負債は支払手形及び買掛金の減少及び有価証券の含み益の減少を主因とする繰延税金

負債の減少により、前期末に比べ 50億 85百万円減少し、624億 73百万円となりました。 
 純資産は当期純利益が損失計上となったこと等による利益剰余金の減少、外国為替相場

の変動による為替換算調整勘定の減少及び投資有価証券の含み益の減少を主たる要因と

して前期末に比べ 52億 35百万円減少し、308億 46百万円となりました。 
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2）キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、前連結会計年度

末に比べ 4億 50 百万円減少し、当連結会計年度末には 71 億 4 百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果得られた資金は 3億 85 百万円となりました。これは主に「減価償却費」

27 億 6 百万円、「投資有価証券評価損」18 億 93 百万円、「売上債権の増減額」17 億 37 百

万円等による増加と、「たな卸資産の増減額」△27 億 70 百万円、「仕入債務の増減額」△

26 億 20 百万円等による減少の結果であります。 

＜投資活動によるキャッシュ･フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は 24 億 47 百万円となりました。これは主に「有形固定資

産の取得による支出」△20 億 41 百万円、「預り保証金の返還による支出」△4 億 38 百万

円等によるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動の結果得られた資金は 17 億 73 百万円となりました。これは主に｢短期借入金・

長期借入金による収入｣23 億 62 百万円(返済による支出と相殺後)等によるものです。          

3）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 平成 17年

3月期 
平成 18年

3月期 
平成 19年

3月期 
平成 20年 

3月期 
平成 21年

3月期 
自己資本比率(%) 26.6 28.3 29.8 29.1 27.4 
時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率(%) 25.5 37.3 30.4 18.3 11.0 
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(年) 21.9 10.1 13.5 4.2 91.0 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 2.4 4.3 3.1 10.0 0.5 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 
(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。 
（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関する基本方針は、当該年度の業績と長期的な事業展望のもと、株主への安

定した配当を確保しつつ将来の増配を心がけ、併せて企業体質強化のための内部留保の必

要性を考慮し、利益配分を決定することとしております。 
当期の期末配当につきましては 1株当たり 2円 50銭とさせていただきます。 
次期の配当につきましては、中間配当は 1株当たり 2円 50銭、期末配当は 1株あたり

2円 50銭を予定しております。 
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2.企業集団の状況 
 
当社グループは、当社、子会社 25 社及び関連会社 13 社で構成され、耐火物の製造 

販売、築炉工事、不動産賃貸等を主な事業内容としております。主な事業内容と当社 

及び各子会社等の位置づけと事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

 

 事業区分  内   容 

 

耐火物等  当社及び㈱セラテクノ、帝国窯業㈱で耐火煉瓦、不定形耐火物

等を製造し、当社及び㈱セラテクノが販売しております。 

シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty. Ltd. 

及びシナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア ＮＺ

Ltd.で耐火煉瓦、不定形耐火物等を製造販売しております。 

大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司で連続鋳造用耐火物等

を製造販売しております。 

当社及び瀋陽品川冶金材料有限公司、シナガワ アドバンスト

マテリアルズ アメリカズ Inc.、遼寧品川和豊冶金材料有限

公司で連続鋳造用モールドパウダーを製造販売しております。

イソライト工業㈱及び同社の子会社8社及び関連会社13社でセ

ラミックファイバー、耐火断熱煉瓦等を製造販売しております。

品川化成㈱で吸着剤を製造し当社が販売し、品川開発㈱で

窯業原料を採掘し当社が販売しております。 

品川ファインセラミックス㈱でファインセラミックスを製造販

売しております。 

 
エンジニアリング  当社で高炉・転炉・焼却炉等の築炉工事及びその他工業窯炉の

設計・施工等を行っております。 

 

不動産、レジャー等  当社で不動産賃貸事業を行っております。 

品川企業㈱で、当社の土地を利用してゴルフ場、スーパー

銭湯、旅館等を経営しております。 

イソライト建材㈱で集成材を製造販売しております。 

イソライト土地開発㈱で石油製品の販売等を行っております。

 
(注)上記事業区分は４．連結財務諸表(セグメント情報)(1)事業の種類別セグメント情報に

おける事業区分と同一であります。なお、子会社は 1 社を除き連結子会社であり、関

連会社のうち 6社は持分法適用会社であります。 
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他　連結子会社 1 社

ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ ｱﾒﾘｶｽﾞ Inc.

大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司

遼寧品川和豊冶金材料有限公司

他　連結子会社 8 社

ｼﾅｶﾞﾜ ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｽﾞ ｵｰｽﾄﾗﾚｲｼｱ NZ Ltd.

エンジニアリング

帝 国 窯 業 ㈱

品 川 開 発 ㈱

品 川 化 成 ㈱

品川ファインセラミックス㈱

瀋陽品川冶金材料有限公司

ｼﾅｶﾞﾜ ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｽﾞ ｵｰｽﾄﾗﾚｲｼｱ Pty. Ltd.

得 意 先

イソライト土地開発㈱

イソライト工業㈱

㈱ セ ラ テ ク ノ

当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社

耐　　火　　物　　等

品 川 企 業 ㈱

イ ソ ラ イ ト 建 材 ㈱

不動産、レジャー等

 
(注） 1. イソライト工業(株)は、大阪証券取引所市場第一部に株式を上場しております。 

2. 遼寧品川和豊冶金材料有限公司は、平成 20 年 4 月 24 日に中国遼寧省に鞍山市和
豊耐火材料有限公司との合弁により設立し当連結会計年度より当社の連結子会社

となっております。 
 

3.経営方針 

 

   平成 19 年 3 月期中間決算短信（平成 18 年 11 月 9 日開示）により開示を行なった内容から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

   当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

   http://www.shinagawa.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,128 7,668

受取手形及び売掛金 26,092 23,731

有価証券 898 1,600

商品及び製品 6,671 7,169

仕掛品 2,279 2,324

原材料及び貯蔵品 5,468 6,625

繰延税金資産 545 428

その他 844 1,303

貸倒引当金 △117 △89

流動資産合計 50,809 50,763

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,243 18,101

機械装置及び運搬具 7,537 5,735

土地 5,882 5,317

建設仮勘定 370 810

有形固定資産合計 33,032 30,631

無形固定資産   

のれん 2,061 759

その他 234 324

無形固定資産合計 2,296 1,083

投資その他の資産   

投資有価証券 15,880 9,034

繰延税金資産 754 1,006

その他 1,178 1,040

貸倒引当金 △312 △241

投資その他の資産合計 17,500 10,840

固定資産合計 52,829 42,555

資産合計 103,639 93,319
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,892 10,839

短期借入金 26,179 28,107

未払費用 3,599 3,243

未払法人税等 1,154 176

未払消費税等 63 57

賞与引当金 804 734

設備関係支払手形 68 50

その他 1,779 1,862

流動負債合計 47,542 45,073

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 6,357 5,936

繰延税金負債 2,607 640

退職給付引当金 2,961 3,315

役員退職慰労引当金 356 348

ＰＣＢ処理引当金 92 92

預り保証金 6,266 5,847

負ののれん 200 22

その他 173 195

固定負債合計 20,015 17,399

負債合計 67,558 62,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300

資本剰余金 635 635

利益剰余金 22,683 21,882

自己株式 △14 △16

株主資本合計 26,604 25,801

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,842 255

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 760 △539

評価・換算差額等合計 3,602 △283

少数株主持分 5,874 5,328

純資産合計 36,081 30,846

負債純資産合計 103,639 93,319
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 84,565 81,640

売上原価 68,003 67,132

売上総利益 16,561 14,507

販売費及び一般管理費 11,524 10,998

営業利益 5,037 3,508

営業外収益   

受取利息 68 47

受取配当金 257 273

保険配当金 60 51

負ののれん償却額 177 177

持分法による投資利益 77 55

その他 206 162

営業外収益合計 847 767

営業外費用   

支払利息 863 723

為替差損  363

その他 210 239

営業外費用合計 1,074 1,326

経常利益 4,810 2,949

特別利益   

貸倒引当金戻入額 38 44

固定資産売却益 2 25

特別利益合計 41 70

特別損失   

販売用不動産評価損  19

固定資産処分損 134 52

固定資産減損損失 341 175

のれんの償却額  455

投資有価証券評価損  1,893

為替差損 110 100

水害防止工事負担損  64

その他 43 68

特別損失合計 630 2,828

税金等調整前当期純利益 4,221 191

法人税、住民税及び事業税 2,010 618

法人税等調整額 △442 △307

法人税等合計 1,568 311

少数株主利益 527 △48

当期純利益又は当期純損失（△） 2,126 △70
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,300 3,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,300 3,300

資本剰余金   

前期末残高 635 635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635 635

利益剰余金   

前期末残高 20,887 22,683

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

従業員奨励福利基金 △0 △0

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減  △399

当期純利益又は当期純損失（△） 2,126 △70

当期変動額合計 1,795 △800

当期末残高 22,683 21,882

自己株式   

前期末残高 △9 △14

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △14 △16

株主資本合計   

前期末残高 24,813 26,604

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期純利益 2,126 △70

当期純利益又は当期純損失（△） 2,126 △70

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,791 △803

当期末残高 26,604 25,801
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,961 2,842

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,119 △2,586

当期変動額合計 △5,119 △2,586

当期末残高 2,842 255

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

為替換算調整勘定   

前期末残高 597 760

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 △1,300

当期変動額合計 162 △1,300

当期末残高 760 △539

評価・換算差額等合計   

前期末残高 8,560 3,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,957 △3,886

当期変動額合計 △4,957 △3,886

当期末残高 3,602 △283

少数株主持分   

前期末残高 5,719 5,874

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 154 △546

当期変動額合計 154 △546

当期末残高 5,874 5,328
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 39,093 36,081

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期純利益 2,126 △70

自己株式の取得 △4 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,803 △4,432

当期変動額合計 △3,011 △5,235

当期末残高 36,081 30,846
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,221 191

減価償却費 2,764 2,706

固定資産の減損による損失 341 630

のれん償却額 250 250

負ののれん償却額 △177 △177

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271 315

前払年金資産の減少（増加）額 24 67

賞与引当金の増減額（△は減少） 36 △151

受取利息及び受取配当金 △325 △320

支払利息 863 723

持分法による投資損益（△は益） △77 △55

投資有価証券売却益  0

投資有価証券評価損  1,893

会員権売却損  4

固定資産売却損益（△は益） △2 △25

固定資産処分損益（△は益） 134 52

売上債権の増減額（△は増加） 3,353 1,737

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,895 △2,770

仕入債務の増減額（△は減少） 1,493 △2,620

未払消費税等の増減額（△は減少） △160 42

未払費用の増減額（△は減少） 200 △106

その他 210 9

小計 10,522 2,389

利息及び配当金の受取額 351 347

利息の支払額 △803 △714

法人税等の支払額 △1,999 △1,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,071 385
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △153 △30

有価証券の純増減額 △688 △199

有形固定資産の取得による支出 △1,646 △2,041

有形固定資産の売却による収入 11 340

無形固定資産の取得による支出 △32 △52

投資有価証券の取得による支出 △1,007 △8

投資有価証券の売却による収入 497 4

預り保証金の受入れによる収入 15 19

預り保証金の返還による支出 △410 △438

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

 △42

その他 △42 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,457 △2,447

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（△は減少） △4,905 1,084

長期借入れによる収入 4,297 3,481

長期借入金の返済による支出 △2,762 △2,202

配当金の支払額 △330 △330

少数株主への配当金の支払額 △209 △256

その他 △4 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,914 1,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 712 △450

現金及び現金同等物の期首残高 6,842 7,555

現金及び現金同等物の期末残高 7,555 7,104
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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○ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 23社 

主要な連結子会社の名称 

近の有価証券報告書（平成19年6月28日提出によ

り開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 24社 

主要な連結子会社の名称 

連結子会社の名称は、「2.企業集団の状況」 記載

しているため、省略しております。 

なお平成20年4月に当社は遼寧品川和豊冶金材料有

限公司を新たに設立し子会社としたため、連結の範

囲に含めております。 

(2）非連結子会社の名称等 

ピーティー イソライト セラミックファイバーズヌ

サンタラ 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 同社は設立後未だ事業活動を行っておらず、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

(2）非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用関連会社の数 ６社 

    持分法適用関連会社の名称 

イソライト ファンシン（タイワン）Co. Ltd他５社

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用関連会社の数 ６社 

    持分法適用関連会社の名称 

同左 

(2）持分法を適用していない非連結子会社（ピーティ

ー イソライト セラミックファイバーズ ヌサン 

タラ）及び関連会社（ソンカン エンタープライズ

Co., Ltd. 等）はそれぞれ連結純利益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

(2）         同左 

(3）持分法適用の関連会社は全て決算日が12月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

(3）         同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち瀋陽品川冶金材料有限公司、大石

橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司、シナガワ リフ

ラクトリーズ オーストラレイシア Pty. Ltd. 、シナ

ガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア ＮＺ 

Ltd.、シナガワ アドバンスト マテリアルズ アメリ

カズ Inc. 及び他７社の決算日は、12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては同決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち瀋陽品川冶金材料有限公司、大石 

橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司、シナガワ リフ

ラクトリーズ オーストラレイシア Pty. Ltd. 、シナ

ガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア ＮＺ 

Ltd.、シナガワ アドバンスト マテリアルズ アメリ

カズ Inc. 及び他8社の決算日は、12月31日でありま

す。 

                    同左  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的債券 

償却原価法 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的債券 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

  （評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

 時価法 

② デリバティブ 

 同左 

③ たな卸資産 

 製品・仕入商品については主として先入先出法に

基づく原価法、未成築造工事支出金については主と

して個別法に基づく原価法、その他のたな卸資産に

ついては、主として移動平均法に基づく原価法によ

っております。 

③ たな卸資産 

 評価基準は主として原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっ

ております。 

 製品・仕入商品については主として先入先出法、未

成築造工事支出金については主として個別法、その他

のたな卸資産については、主として移動平均法によっ

ております。 

（会計処理方法の変更） 

 通常の目的で使用する棚卸資産のうち、従来商品及

び製品については主として先入先出法に基づく原価

法、仕掛品・原材料・貯蔵品については主として移動

平均法に基づく原価法によっておりましたが、当連結

会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が適用され

たことに伴い、商品及び製品については主として先入

先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、仕掛品・原

材料・貯蔵品については主として移動平均法に基づく

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算出しております。こ

れにより従来の評価方法によった場合と比べ、当連結

会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ45百万円減少しております。 なお

セグメント情報に与える影響については、当該箇所に

記載しております。   
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

（当社及び国内連結子会社） 

 建物及び当社の岡山塩基性煉瓦プラント及び日生

ＣＣパウダープラントについては定額法、その他に

ついては主として定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、主とし

て法人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

（当社及び国内連結子会社） 

 同左 

  

  

  

品川白煉瓦㈱5351　平成21年3月期決算短信



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産の減価償却について、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しております。この結

果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ28百

万円減少しております。 

なおセグメント情報に与える影響については、当該

箇所に記載しております。 

──────────  

  

  

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により簿価が取得価

額の５％に到達したか、もしくは減損後の簿価が取

得価額の５％を下回った連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％を下回った減損後の簿価

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。この結果、

従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ263百万

円減少しております。 

 なおセグメント情報に与える影響については、当

該箇所に記載しております。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は平成20年度の法人税法

の改正を契機として、当連結会計年度より機械及び

装置の耐用年数の変更を行っております。これによ

り従来の耐用年数によった場合と比べ、当連結会計

年度の営業利益は107百万円、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は118百万円、それぞれ減少して

おります。 

 なおセグメント情報に与える影響については、当

該箇所に記載しております。 

（在外連結子会社） 

 当該国の会計基準に規定する定額法によっており

ます。 

（在外連結子会社） 

同左 

② 無形固定資産 

 鉱業権については生産高比例法、その他について

は定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、主として法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

                  同左 

  

  

────────── 

  

③ リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

  ース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価  

   額を零とする定額法によっております。  

    （会計処理方法の変更） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5

年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に準じた会計処理によっております。なお
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リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。これによる当連結会計年度の営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影

響はありません。 

③ 投資その他の資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、主として法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。 

④ 投資その他の資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員等に対する賞与の支給に備えて設定したも

ので、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（6,431百万円）につ

いては、15年による按分額を費用処理しております

（株式公開会社であるイソライト工業㈱に関しては

償却年数５年により償却し、費用処理が終了してお

ります）。 

 数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間（11～13

年、ただしイソライト工業㈱のみ平均残存勤務期間

内の一定の年数である５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

         同左 

  

  

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職一時金支払に備えて設定したものであ

り、役員退職金支給内規に基づく当連結会計年度末

要支給額の総額を計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ ＰＣＢ処理引当金 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処分等にかかる

支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額

を計上しております。  

⑤ ＰＣＢ処理引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。ただしそのリース料に金額的重要

性のないものは賃貸借処理の会計処理によっていま

す。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の要件を

満たしている場合は、特例処理によっております。

また為替予約取引については、振当処理の要件を満

たしている場合は、振当処理によっております。ま

たそれぞれの手段において特例処理または振当処理

の要件を満たさない場合は、繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

         同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：金利スワップ取引、為替予約取引 

 ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、外貨建予定取

引、借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：   同左 

 ヘッジ対象：   同左 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

③ ヘッジ方針 

 金利変動による支払金利の増加リスクの減殺、為

替相場変動によるリスクの回避等の目的で行ってお

ります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 それぞれの手段において特例処理及び振当処理の

要件を満たしている場合は、有効性の評価は省略し

ております。また繰延ヘッジ処理を採用している場

合も、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、かつヘッジ行為の開始時及びその

後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変

動を完全に相殺すると想定することができるため、

有効性の評価は省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。   

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんについては、発生日以後、投

資効果の持続する期間（５年及び10年）で均等償却し

ております。  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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○ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────────── １．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

   関する当面の取扱い」の適用 

  当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在

  外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

  対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連

  結決算上必要な修正を行っております。これにより

  連結財務諸表に与える影響は軽微です。 

○ 表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有価

証券評価損」（当連結会計年度は４百万円）は特別損失の

総額の100分の10以下であるため、特別損失の「その他」

に含めて表示しております。 

（連結損益計算書関係） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて「たな卸資産」として提記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記しております。なお前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ6,671百万円、2,279百

万円、5,468百万円です。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「投資有価証券評価損」、「会員権評価損」は、当連結

会計年度において金額的重要性が乏しくなったため営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

す。なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれている「投資有価証券評価

損」は４百万円、「会員権評価損」は０百万円でありま

す。 

                    ────────── 
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○ 注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 １．投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会社

に対するものは以下のとおりであります。 

投資有価証券     395百万円

 １．投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会社

に対するものは以下のとおりであります。。 

投資有価証券   314百万円

 ２．建物及び構築物、機械装置及び運搬具の取得価額か

ら国庫補助金受入による圧縮記帳額56百万円が控除さ

れております。 

 ２．建物及び構築物、機械装置及び運搬具の取得価額か

ら国庫補助金受入による圧縮記帳額 56百万円が控除

されております。 

 ３．有形固定資産、投資有価証券等について次のとおり

債務の担保に供しております。 

 ３．有形固定資産、投資有価証券等について次のとおり

債務の担保に供しております。 

(1)工場財団抵当                   5,133百万円 (1)工場財団抵当                   5,056百万円 

 当社の岡山、湯本各工場と㈱セラテクノ本社工場及

びイソライト建材㈱の土地、建物及び構築物、機械装

置他 

 当社の岡山、湯本各工場と㈱セラテクノ本社工場及

びイソライト建材㈱の土地、建物及び構築物、機械装

置他 

(2)不動産抵当 

土地    334百万円

建物及び構築物  5,699

(2)不動産抵当 

土地       334百万円

建物及び構築物  5,485

(3)その他 

投資有価証券  758

       

 上記に対する債務額等 

長期借入金 

（１年以内返済予定額を含む） 
1,837百万円

（うち工場財団抵当分 1,198）  

短期借入金  653

（うち工場財団抵当分 653) 

預り保証金 

（1年以内返済予定額を含む） 

 5,927

（うち工場財団抵当分 －)  

 上記に対する債務額等 

長期借入金 

（１年以内返済予定額を含む） 
 3,326百万円

（うち工場財団抵当分  2,871）  

短期借入金  315

（うち工場財団抵当分 315) 

預り保証金 

（1年以内返済予定額を含む） 

 5,525

（うち工場財団抵当分 －)  

 ４．土地信託に係る主な資産及び負債で各々の科目に含

まれているものは以下のとおりであります。 

建物及び構築物    850百万円

土地  51

長期借入金  302

 ４．土地信託に係る主な資産及び負債で各々の科目に含

まれているものは以下のとおりであります。 

建物及び構築物     819百万円

土地  51

長期借入金  203
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 ５．偶発債務 

(1)保証債務 

 下記会社の金融機関借入金につき、保証を行ってお

ります。 

７．偶発債務 

(1)保証債務 

 下記会社の金融機関借入金につき、保証を行ってお

ります。 

関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証 

フォスター エンジニアリング 

プライベート Ltd. 
468百万円 

流動化債権のうち劣後部分に対する債務保証 

クレセール・アセット・ファンデ

ィング・コーポレーション 
404百万円 

関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証 

フォスター エンジニアリング 

プライベート Ltd. 
   384百万円 

流動化債権のうち劣後部分に対する債務保証 

クレセール・アセット・ファンデ

ィング・コーポレーション 
   488百万円 

(2)受取手形割引高及び裏書譲渡高 (2)受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 768百万円 

受取手形裏書譲渡高 926百万円 

受取手形割引高    511百万円 

受取手形裏書譲渡高    625百万円 

（連結株主資本等変動計算書関係）

－

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  66,000  －  －  66,000

合計  66,000  －  －  66,000

自己株式         

普通株式（注）  35  10  －  46

合計  35  10  －  46

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  164  2.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年11月８日 

取締役会 
普通株式  164  2.5 平成19年９月30日 平成19年12月7日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  164 利益剰余金  2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         
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 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

普通株式  66,000              66,000

合計  66,000              66,000

自己株式         

普通株式（注）  46  8        54

合計  46  8        54
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  164  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月13日 

取締役会 
普通株式  164  3 平成20年９月30日 平成20年12月8日 

（決議）  株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  329 利益剰余金  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 8,128百万円

有価証券勘定  898

計  9,027

現金及び預金勘定 7,669 百万円

有価証券勘定  1,600

計  9,269

預入期間が３か月を超える定期預

金 
    △573百万円

取得日から償還日までが３か月を

超える短期投資等 
 △898

現金及び現金同等物  7,555

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△564百万円

取得日から償還日までが３か月を

超える短期投資等 
 △1,600

現金及び現金同等物  7,104
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
耐火物等 
（百万円） 

エンジニア
リング 
（百万円） 

不動産・ 
レジャー等
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  67,891  12,271  4,402  84,565  －  84,565

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3  11  437  452 (452)  －

計  67,895  12,282  4,839  85,017 (452)  84,565

営業費用  63,952  11,799  3,468  79,219  308  79,527

営業利益  3,943  483  1,371  5,797 (760)  5,037

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  69,808  8,464  15,011  93,284  10,355  103,639

減価償却費  2,025  196  538  2,760  4  2,764

減損損失  303  －  38  341  －  341

資本的支出  1,552  125  3  1,681  －  1,681

  
耐火物等 
（百万円） 

エンジニア
リング 
（百万円） 

不動産・ 
レジャー等
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  66,382  11,130  4,127  81,640  －  81,640

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 12  46  369  427 (427)  －

計  66,394  11,176  4,496  82,068 (427)  81,640

営業費用  63,854  10,879  3,115  77,849  281  78,131

営業利益  2,540  296  1,381  4,218 (709)  3,508

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  57,394  6,578  13,368  77,340  15,979  93,319

減価償却費  1,923  195  500  2,618  10  2,628

減損損失  630  －  －  630  －  630

資本的支出  2,244  57  4  －  －  2,306
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 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品種類別区分を基本とし、販売ルート等を勘案して決定しております。 

２．各事業区分の主要製品等 

 ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度が761百万円、当

連結会計年度が708百万円であり、その主なものは当社の総務部等管理部門に係る費用であります。 

 ４．前連結会計年度、当連結会計年度ともに固定資産の減損損失を計上しております。前連結会計年度では耐火

物等の項目の耐火物等の項目の資産が656百万円、不動産・レジャー等の項目の資産が50百万円減少してお

ります。 

 ５．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度が10,650百万円、当連結会計年

度が110,926百万円であり、その主なものは当社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資

金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 ６．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数を一部短縮しております。それによる影響額は従来

の方法によった場合と比べ、営業費用は「耐火物等」が95百万円、「エンジニアリング」が11百万円、「不

動産・レジャー」が0百万円、それぞれ増加している。また、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴

い、「耐火物等」の営業費用が45百万円増加している。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

事業区分 主要製品等 

耐火物等 
耐火煉瓦、不定形耐火物、石灰、化学製品、耐火断熱煉瓦 

セラミックファイバー、ファインセラミックス等 

エンジニアリング 高炉・転炉・焼却炉等の築炉工事、工業窯炉の設計・建設等 

不動産・レジャー等 
不動産賃貸、集成材、石油製品、ゴルフ場・スーパー銭湯・ディスカウントシ

ョップの経営等 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 

アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他  
（百万円）  

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 70,704  11,939  1,921  84,565  －  84,565

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,207  3,120  －  4,328 (4,328)  －

計  71,911  15,060  1,921  88,893 (4,328)  84,565

営業費用  66,842  14,209  1,973  83,025 (3,497)  79,527

営業利益  5,068  851 (51)  5,868 (831)  5,037

Ⅱ 資産  77,367  13,437  1,245  92,049 11,589  103,639
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国は次のとおりであります。 

アジア・オセアニア・・・・台湾、中国、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド 

その他の地域・・・・・・・本邦、アジア・オセアニア以外の地域 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度が761百万円、当連

結会計年度が188百万円であり、その主なものは当社の総務部等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度が10,650百万円、当連結会計年度

が3,250百万円であり、その主なものは当社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投

資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は法人税法の改正に伴い、機会装置の耐用年数を一部短縮しております。それによる影響額は、従来の

方法によった場合と比べ「日本」の営業費用が107百万円増加している。また、棚卸資産の評価に関する会計

基準の適用に伴い、「日本」の営業費用が45百万円増加している。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国は次のとおりであります。 

アジア・オセアニア・・・・台湾、中国、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド 

その他の地域・・・・・・・米国その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  
日本 

（百万円） 

アジア・ 
オセアニア 
（百万円） 

その他  
（百万円）  

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 69,996  9,763  1,880  81,640        81,640

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,422  3,060        4,483 (4,483)      

計  71,419  12,823  1,880  86,123 (4,483)  81,640

営業費用  68,038  12,482  1,906  82,426 (4,295)  78,131

営業利益  3,381  341 (26)  3,696 (187)  3,508

Ⅱ 資産  77,199 6,360  1,119  84,678 8,641  93,319

ｃ．海外売上高

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  14,709  3,191  17,901

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  84,565

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 17.4  3.8  21.2
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国は次のとおりであります。 

アジア・オセアニア・・・・台湾、中国、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド 

その他の地域・・・・・・・米国その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア・オセアニア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  11,387  3,708  15,095

Ⅱ 連結売上高 （百万円）              44,970

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 17.8  5.2  23.0

（企業結合等）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

        ────────── 当社とＪＦＥ炉材株式会社（以下ＪＦＥ炉材）

は、平成21年10月1日付で両社が合併することに

ついて 終的に合意し、平成21年3月30日に発表

いたしました。当該企業結合にいてはパーチェス

法を適用いたしますので、確定している必要な事

項を以下に注記します。 

  

1． 企業結合の概要 

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

   被取得企業の名称：ＪＦＥ炉材株式会社 

   事業の内容：耐火物製造販売等 

（2）企業結合を行う主な理由 

合併による事業拡大を通じ技術競争力及び

コスト競争力の強化、原料の安定調達、

さらに経営基盤及び各需要先への安定供

給体制の強化を図ることを目的としてお

ります。 

（3）企業結合日（予定） 

平成21年10月1日 

（4）合併方式 

品川白煉瓦を存続会社とし、ＪＦＥ炉材を

消滅会社とする吸収合併方式にて合併し

ます。 

（5）結合後企業の名称 

品川リフラクトリーズ株式会社 

  

2． 株式の種類別の合併比率、及び交付予定の株式数 

ＪＦＥ炉材の普通株式１株につき、品川白煉瓦の

普通株式３０株を割当て交付いたします。 

また当社は合併により新たに普通株式28,349千株

を発行する予定であります。但し、当社はその保

有する自己株式（平成21年３月31日現在54,864

株）を合併により発行する株式の一部に充当する

ことを現在検討しており、この結果、上記の発行

株式数に変更が生じる可能性があります。 

なお当社とＪＦＥ炉材は、本合併に用いられる合
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

併比率の算定にあたって公正性を期すため、品川

白煉瓦は大和証券エスエムビーシー株式会社を、

ＪＦＥ炉材はＧＣＡサヴィアン株式会社を今回の

合併のためのフィナンシャル・アドバイザーとし

て任命し、それぞれ合併比率の算定を依頼し、合

併比率算定書を受領しました。 

         

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   458円01銭

１株当たり当期純利益 32円23銭

１株当たり純資産額      386円 96銭

１株当たり当期純利益   △1円07銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  2,126  △70

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  0

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,126  △70

期中平均株式数（株）  65,958,457  65,948,904

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,775 4,784

受取手形 449 1,382

売掛金 16,178 13,920

有価証券 898 1,600

製品 3,101 3,254

原材料 1,305 2,232

仕掛品 1,356 1,378

未成築造工事支出金 53 67

貯蔵品 379 359

前払費用 21 18

前渡金 181 124

未収入金 515 775

関係会社短期貸付金 669 495

繰延税金資産 217 110

その他 69 139

貸倒引当金 △36 △1

流動資産合計 30,135 30,644

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,271 12,821

構築物 685 620

機械及び装置 1,834 1,616

車両運搬具 38 34

工具、器具及び備品 169 146

土地 1,998 1,998

建設仮勘定 9 44

有形固定資産合計 18,225 17,497

無形固定資産   

その他 37 32

無形固定資産合計 37 32

投資その他の資産   

投資有価証券 14,848 8,346

関係会社株式 4,496 3,818

関係会社出資金 1,238 1,523

関係会社長期貸付金 451 371

その他 587 480

貸倒引当金 △339 △452

投資その他の資産合計 21,282 14,088

固定資産合計 39,545 31,618

負債の部   

流動負債   

支払手形 682 863

買掛金 6,270 5,014

短期借入金 16,775 16,584

1年内返済予定の長期借入金 494 1,604

未払金 220 267

未払費用 2,450 2,084
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

未払法人税等 626 25

未払消費税等 3  

前受金 147 142

預り金 15  

賞与引当金 384 355

その他 441 493

流動負債合計 28,511 27,435

固定負債   

社債 1,000 1,000

長期借入金 3,925 2,720

繰延税金負債 2,455 533

退職給付引当金 1,685 1,919

役員退職慰労引当金 254 277

ＰＣＢ処理引当金 66 66

預り保証金 5,996 5,720

その他 143  

固定負債合計 15,526 12,238

負債合計 44,038 39,674

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300 3,300

資本剰余金   

資本準備金 635 635

資本剰余金合計 635 635

利益剰余金   

利益準備金 825 825

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 3,176 2,728

別途積立金 5,000 5,000

繰越利益剰余金 9,876 9,816

利益剰余金合計 18,878 18,370

自己株式 △14 △16

株主資本合計 22,800 22,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,842 298

評価・換算差額等合計 2,842 298

純資産合計 25,643 22,588

負債純資産合計 69,681 62,262
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

売上高合計 44,986 45,122

売上原価   

売上原価合計 37,026 37,478

売上総利益 7,960 7,643

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 5,227 5,150

営業利益 2,733 2,493

営業外収益   

受取利息 46 25

有価証券利息 17 20

受取配当金 413 469

保険配当金 60 51

その他 100 89

営業外収益合計 638 656

営業外費用   

支払利息 460 379

雑支出 37 116

営業外費用合計 498 495

経常利益 2,873 2,653

特別利益   

固定資産売却益 1 5

貸倒引当金戻入額 31 37

特別利益合計 32 42

特別損失   

固定資産除売却損 83 15

固定資産減損損失 278 51

投資有価証券評価損  1,730

関係会社株式評価損  677

貸倒引当金繰入額  115

特別損失合計 362 2,591

税引前当期純利益 2,542 105

法人税、住民税及び事業税 1,266 367

法人税等調整額 △244 △83

法人税等合計 1,021 284

当期純利益又は当期純損失（△） 1,520 △178

品川白煉瓦㈱5351　平成21年3月期決算短信



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,300 3,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,300 3,300

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 635 635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635 635

資本剰余金合計   

前期末残高 635 635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635 635

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 825 825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 825 825

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 3,176 3,176

当期変動額   

当期変動額合計 － △448

当期末残高 3,176 2,728

別途積立金   

前期末残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,685 9,876

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,520 △178

当期変動額合計 1,190 △60
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 9,876 9,816

利益剰余金合計   

前期末残高 17,687 18,878

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,520 △178

当期変動額合計 1,190 △510

当期末残高 18,878 18,370

自己株式   

前期末残高 △9 △14

当期変動額   

自己株式の取得 △4  

当期変動額合計 △4  

当期末残高 △14 △16

株主資本合計   

前期末残高 21,614 22,800

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,520 △178

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,186 △510

当期末残高 22,800 22,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,789 2,842

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,946 △2,544

当期変動額合計 △4,946 △2,544

当期末残高 2,842 298

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,789 2,842

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,946 △2,544

当期変動額合計 △4,946 △2,544

当期末残高 2,842 298
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 29,403 25,643

当期変動額   

剰余金の配当 △329 △329

当期純利益 1,520 △178

自己株式の取得 △4 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,946 △2,544

当期変動額合計 △3,759 △3,054

当期末残高 25,643 22,588
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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６．役 員 の 異 動 

 

(1) 平成 21 年 6 月 26 日異動予定 

  1) 代表者の異動 

①新任予定代表取締役 

 代表取締役社長  清 水 芳 彦（現：専務取締役） 

②退任予定代表取締役 

 取締役会長     西 尾 英 昭（現：代表取締役社長） 

  2) その他の役員の異動 

①役職役員の異動 

 専務取締役     塚 本   昇（現：常務取締役） 

②退任予定取締役 

 常務取締役     山 西 隆 雄（退任後は株式会社セラテクノ 代表取締役社長専任） 

 

(2) 平成 21 年 10 月 1 日異動予定 

  1) 代表者の異動 

①新任予定代表取締役 

 代表取締役副社長  仲 田 裕 一（現：ＪＦＥ炉材株式会社 代表取締役社長） 

  2) その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

 取 締 役     児 島 眞太郎（現：ＪＦＥ炉材株式会社 常務取締役） 

 取 締 役     白 山   章（現：ＪＦＥ炉材株式会社 取締役） 

②新任監査役候補 

 常勤監査役     岡 本   剛（現：ＪＦＥ炉材株式会社 常勤監査役） 

③退任予定取締役 

 取 締 役     倉 科 幸 信（退任後は執行役員に就任予定） 

 取 締 役     野 村   修（退任後は執行役員に就任予定） 

 

 

以 上 
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