
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 美濃窯業株式会社 上場取引所 名 
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）
取締役執行役員管理部門管掌兼  
総務部長 （氏名） 中尾 晴一朗 TEL 052-551-9221

定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月30日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 8,173 △17.2 124 △79.1 191 △68.8 4 △97.8
21年3月期 9,871 △1.2 594 62.2 613 62.3 188 9.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 0.40 ― 0.1 1.7 1.5
21年3月期 18.53 ― 3.2 5.4 6.0
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 10,785 6,309 54.0 567.72
21年3月期 11,445 6,223 50.4 562.92
（参考） 自己資本  22年3月期  5,824百万円 21年3月期  5,769百万円

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

22年3月期 318 △351 △61 1,927
21年3月期 61 △272 290 2,022

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 103 39.1 1.3
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 64 1,161.1 0.8
23年3月期 
（予想） ― 2.50 ― 2.50 5.00 22.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 4,000 8.3 70 119.9 100 69.6 50 89.3 4.87

通期 8,800 7.7 300 141.7 330 72.6 150 3,578.0 14.62

-1-



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）  無  

(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） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 12,909,828株 21年3月期 12,909,828株
② 期末自己株式数 22年3月期 2,649,733株 21年3月期 2,660,052株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 5,722 △18.8 33 △92.2 90 △79.5 △39 ―
21年3月期 7,043 △15.4 424 105.7 440 104.7 90 △11.3

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

22年3月期 △3.07 ―
21年3月期 7.04 ―

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

22年3月期 8,890 5,031 56.6 390.42
21年3月期 9,713 5,046 52.0 391.49
（参考） 自己資本 22年3月期  5,031百万円 21年3月期  5,046百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

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

3,000 8.0 20 △41.6 50 △12.3 30 △8.2 2.33

通期 6,300 10.1 180 442.4 200 121.8 100 ― 7.76
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①当期経営成績 

当期におけるわが国経済は、一昨年秋に発生したリーマンショックとこれに端を発する世界同時不況
に対して世界各国が大規模な経済対策を実施したことにより、世界経済は最悪期を脱し、欧米各国と共
に景気が持ち直してまいりました。特に中国等の新興国の成長率は高い水準を維持したことから、輸
出、生産が増加し、緩やかな回復基調が続きました。しかし、内需においては、雇用環境や所得、また
設備投資も依然として低迷した状況が続いており、国内景気はデフレからの出口も見えず本格的な回復
には未だ至らない不透明な環境のなか推移しました。 
 こうした状況下、当社事業の一つである「耐火物事業」の主要な需要先であるセメント業界は、３月
における国内販売量が34ヶ月連続で前年比マイナスという過去最悪を記録し、2009年度の国内生産実績
も5,836万トンと前年比11.4％のマイナスで39年ぶりの低水準となりました。また、「プラント事業」
においては、設備投資冷え込みにより、「建材及び舗装用材事業」においても公共工事削減、民間設備
投資低迷のため、当年度の当社の経営成績に大きな影響を及ぼしました。 
 このようなかつてない厳しい環境下、当社グループにおいては、これらの経営圧迫要因を軽減すべ
く、コストダウン、人件費を含む徹底した経費削減を実施するとともに、一時帰休を実施するなど大幅
な生産調整を行いました。また、景気回復後に備え、新製品、新技術、新工法開発等の研究開発にも力
を注ぎ、社内組織体制の改革へ向けての取組みと併せて、新たな事業基盤確立へ向けて注力致しまし
た。更に、可能な限り早期に当社の中期目標である「セラミックス・耐火物事業」への転換を実現する
こと、および「プラント事業」、「建材及び舗装用材事業」の収益力強化を実現すべく活動を進めてま
いりました。 
 以上の結果、当期における連結業績は、売上高8,173百万円（前期比17.2％減）、営業利益124百万円
（前期比79.1％減）、経常利益191百万円（前期比68.8％減）、当期純利益4百万円（前期比97.8％減）
となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、「４．連結財務諸表 注記事項（セ
グメント情報）」に記載のとおり、当連結会計年度より事業の種類別セグメントの区分を変更しており
ます。このため、前年同期比較については前年同期実績値を変更後の区分に組み替えて行っておりま
す。 

(耐火物事業） 

公共工事削減ならびに民需停滞の影響を受けた主要顧客であるセメント会社の急激な需要減少に対し
て、徹底したコストダウンおよび生産性向上活動、生産調整の実施、更には海外向けの販売強化にも注
力いたしましたが、需給環境の悪化には抗しきれず、売上高は3,281百万円と前期比12.4％の減少、営
業利益はコストダウン、経費削減も販売量の減少を十分に補うことは出来ず、46百万円と前期比73.4％
の減少となりました。 

(プラント事業） 

電機・電子部品業界をはじめとする主要顧客業界の苦戦による設備投資の低迷の影響および価格競争
の一層の激化等の影響を受け、売上高および利益の面ともに苦戦を強いられました。その結果、売上高
は2,426百万円と前期比26.1％減少し、営業利益は各種コストダウン、経費削減の努力もかなわず、15
百万円と前期比95.1％の減少となりました。 

(建材及び舗装用材事業） 

官公需の低迷、民間企業の設備投資の急減の影響が大きく、これに対してより一層強力な営業活動お
よびコストダウン、経費削減に努めましたが、同業他社との価格競争の激化等もあり、売上高は2,410
百万円と前期比13.3％の減少、営業利益は34百万円と前期比69.5％の減少となりました。 

(不動産賃貸事業) 

一部テナントの退去もあり、売上高は54百万円と前期比11.8％減少しましたが、営業利益は30百万円
を計上しました。（前期は一部を賃貸している本社ビルの修繕を行ったことにより営業利益は△８百万
円） 

(その他の事業） 

売上高は773千円と前期比62.0％の減少となりました。営業利益は653千円と前期比2.1％の減少とな
りました。 

  

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、ギリシャをはじめとする一部欧州諸国における大幅な財政赤字等の問
題により世界的に金融市場が再び不安定な状況に陥ってきており、回復の兆しが見え始めたわが国経済
の先行きも予断を許さない状況となってきております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

美濃窯業(株)　(5356)　平成22年3月期　決算短信

-3-



  
 当社を取り巻く環境も、2010年度のセメント国内需要が4,000万トン程度（前年比約６％減）との予
測も出されており、依然として経営に対する圧迫要因が続く気配であります。 
 こうした情勢の下、当社は「生き残り」と「新たな発展」を目指して企業構造、収益構造の再構築に
挑むべく、新年度より大幅な組織改革を断行し、各分野でコスト競争に影響されない独自の製品・技術
の開発を重点目標に掲げ、活動を進めてまいります。「耐火物事業」では新商品の開発とともに、不定
形耐火物の拡販、海外市場の開拓、エンジニアリングを含めた複合的商品力強化による収益確保に努め
ます。「プラント事業」では、従来顧客のみならず枠に捉われない発想で新規分野のニーズを開拓する
とともに、独自技術とコストダウンにより収益力の強化を図ります。「建材及び舗装用材事業」につき
ましては、新製品、新工法の開発を加速し、公共工事、民間建材市場への営業力の強化をより一層図っ
てまいります。以上により、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高8,800百万円、営業利益300
百万円、経常利益330百万円、当期純利益150百万円を見込んでおります。 

  

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べ94百万円（4.7％）減少し、当連結会計年度には1,927百万円となりました。 

 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318百万円（前連結会計年度比421.9％増）となりました。 

 収入の主な内訳は、たな卸資産の減少額440百万円、売上債権の減少額277百万円および減価償却費

243百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額601百万円によるものであります。 

（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351百万円（前連結会計年度比28.9％増）となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入236百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預

入による支出266百万円、有形固定資産の取得による支出237百万円および投資有価証券の取得による支

出45百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は61百万円（前連結会計年度は290百万円の獲得）となりました。 

 支出の主な内訳は、配当金の支払額61百万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）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・フロー有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており 

   ます。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・ 

   フローを使用しております。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。また、利払いにつきましては、連結キ 

   ャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

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 平成22年３月期

自己資本比率 49.6 51.9 50.8 50.4 54.0

時価ベースの自己資本比率 31.9 28.6 16.3 15.2 17.0

キャッシュ・フロー対有利子
 負債比率

2.2 ― 1.4 23.4 4.5

インタレスト・カバレッジ・ 
 レシオ

32.8 ― 39.6 3.3 16.4
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※ 平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）およびインタレスト・カバレッ 

   ジ・レシオ（倍）は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

当社は株主の皆様への利益還元の充実を経営上の重要課題と位置づけ、将来展望に立ち安定配当を

維持していくことを目指しています。財務体質の強化を図りながら、将来にわたる株主利益の確保に

努めてまいります。また内部留保は、将来の事業基盤の強化拡充のため、設備投資や研究開発および

人材投資などに充当してまいります。 

 当期の中間配当金につきましては一株につき２円50銭とさせていただきました。期末配当金につい

ても、中間期と同額の一株につき２円50銭、年間では５円の普通配当を予定しております。 

 また次期の配当金につきましては、当期同様、一株につき年５円を予定しております。 

  

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。 

① 景気および市場の動向 

当社の耐火物事業はセメント市場向けが主力のため、政府の公共事業政策や建設業界の動向により

大きな影響を受ける可能性があります。また、プラント事業も設備投資の動向、建材及び舗装用材事

業も公共事業の動向に影響を受ける度合いが大きく、これらが当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

② 原料、燃料価格の高騰 

当社グループの製品製造のために調達している原料および燃料価格が高騰しており、今後もこれら

の価格が高水準で推移し、または更なる高騰がある場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

③ 災害による影響 

当社グループの生産拠点は、岐阜県瑞浪市、愛知県半田市、三重県四日市市等にあり、各工場で製

品品種ごとの分業体制を取っております。各工場とも火災、風水害等の影響を最小限とするため定期

点検等の災害防止策を講じておりますが、これら災害が発生した場合、また特に想定されている東海

大地震が発生した場合、かなりの震度が予想される地域にあるだけに、生産に及ぼす影響や当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 製品の品質 

当社グループは製品に欠陥が生じないよう品質管理基準を定め生産を行っております。また欠陥に

よる損害賠償等が発生した場合に備え、製造物責任保険に加入し業績への影響を最小限に抑える手段

を講じております。しかし製品の欠陥によるクレームに対処すべく製品保証、補償工事などが発生し

た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ その他 

同業他社との競合による販売価格低下・利益率低下、環境規制の強化、社員の高齢化および定年に

伴う技術・ノウハウの伝承などが当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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2.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,141,089 2,126,435

受取手形及び売掛金 3,772,313 3,494,647

有価証券 8,796 8,809

たな卸資産 2,065,872 1,625,402

繰延税金資産 224,977 159,727

その他 96,348 106,827

貸倒引当金 △10,338 △12,248

流動資産合計 8,299,058 7,509,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 375,294 348,979

機械装置及び運搬具 446,912 441,191

土地 694,263 694,263

建設仮勘定 4,147 29,183

その他 59,323 42,362

有形固定資産合計 1,579,941 1,555,980

無形固定資産   

借地権 10,662 10,662

その他 17,537 34,016

無形固定資産合計 28,200 44,679

投資その他の資産   

投資有価証券 843,571 1,032,162

長期貸付金 70,294 57,162

繰延税金資産 404,467 363,069

その他 275,858 263,007

貸倒引当金 △55,576 △40,577

投資その他の資産合計 1,538,614 1,674,823

固定資産合計 3,146,756 3,275,483

資産合計 11,445,814 10,785,085
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,090,893 1,489,373

短期借入金 1,030,000 1,030,000

未払費用 149,100 165,637

未払法人税等 90,330 12,414

未払消費税等 52,460 14,177

従業員預り金 70,574 66,356

賞与引当金 218,310 199,040

役員賞与引当金 21,550 4,200

製品保証引当金 39,300 19,400

工事損失引当金 17,919 22,398

設備関係支払手形 42,519 21,070

繰延税金負債 4 4

その他 81,156 138,799

流動負債合計 3,904,117 3,182,872

固定負債   

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 560,903 577,749

役員退職慰労引当金 191,625 204,178

繰延税金負債 2,043 2,240

その他 163,853 109,039

固定負債合計 1,318,425 1,293,207

負債合計 5,222,542 4,476,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金 418,754 419,519

利益剰余金 5,035,296 4,978,020

自己株式 △597,557 △597,032

株主資本合計 5,733,493 5,677,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,264 147,335

評価・換算差額等合計 36,264 147,335

少数株主持分 453,514 484,164

純資産合計 6,223,272 6,309,006

負債純資産合計 11,445,814 10,785,085
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,871,284 8,173,588

売上原価 7,697,917 6,614,732

売上総利益 2,173,366 1,558,856

販売費及び一般管理費 1,579,164 1,434,728

営業利益 594,202 124,127

営業外収益   

受取利息 2,876 2,936

受取配当金 22,120 17,833

受取賃貸料 5,434 5,094

補助金収入 4,738 50,969

その他 4,756 10,874

営業外収益合計 39,925 87,707

営業外費用   

支払利息 19,005 20,181

その他 1,884 408

営業外費用合計 20,889 20,589

経常利益 613,238 191,245

特別利益   

固定資産売却益 278 878

貸倒引当金戻入額 104 10,293

製品保証引当金戻入額 1,929 4,387

工事損失引当金戻入額 － 8,204

役員退職慰労引当金戻入額 15,671 2,625

投資有価証券売却益 33,691 4,641

その他 6,489 2,570

特別利益合計 58,164 33,601

特別損失   

固定資産除却損 91,736 3,057

固定資産売却損 4 218

減損損失 48,960 －

投資有価証券評価損 22,990 34,734

たな卸資産評価損 55,013 －

工事補償損失 55,373 －

過年度工事補償損失 － 63,291

その他 3,997 1,574

特別損失合計 278,076 102,876

税金等調整前当期純利益 393,326 121,970

法人税、住民税及び事業税 186,202 59,308

法人税等調整額 18,293 30,786

法人税等合計 204,496 90,094

少数株主利益 12 27,797

当期純利益 188,816 4,078
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 877,000 877,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 877,000 877,000

資本剰余金   

前期末残高 413,208 418,754

当期変動額   

自己株式の処分 5,545 764

当期変動額合計 5,545 764

当期末残高 418,754 419,519

利益剰余金   

前期末残高 4,919,260 5,035,296

当期変動額   

剰余金の配当 △72,780 △61,354

当期純利益 188,816 4,078

当期変動額合計 116,036 △57,276

当期末残高 5,035,296 4,978,020

自己株式   

前期末残高 △602,803 △597,557

当期変動額   

自己株式の取得 △912 △333

自己株式の処分 6,159 857

当期変動額合計 5,246 524

当期末残高 △597,557 △597,032

株主資本合計   

前期末残高 5,606,665 5,733,493

当期変動額   

剰余金の配当 △72,780 △61,354

当期純利益 188,816 4,078

自己株式の取得 △912 △333

自己株式の処分 11,704 1,622

当期変動額合計 126,828 △55,987

当期末残高 5,733,493 5,677,506
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 281,551 36,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △245,287 111,071

当期変動額合計 △245,287 111,071

当期末残高 36,264 147,335

評価・換算差額等合計   

前期末残高 281,551 36,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △245,287 111,071

当期変動額合計 △245,287 111,071

当期末残高 36,264 147,335

少数株主持分   

前期末残高 433,680 453,514

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,833 30,650

当期変動額合計 19,833 30,650

当期末残高 453,514 484,164

純資産合計   

前期末残高 6,321,897 6,223,272

当期変動額   

剰余金の配当 △72,780 △61,354

当期純利益 188,816 4,078

自己株式の取得 △912 △333

自己株式の処分 11,704 1,622

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △225,453 141,721

当期変動額合計 △98,624 85,733

当期末残高 6,223,272 6,309,006
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 393,326 121,970

減価償却費 234,626 243,295

減損損失 48,960 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,389 16,846

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △80,958 12,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,054 △13,089

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,310 △19,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,150 △17,350

製品保証引当金の増減額（△は減少） 7,241 △19,900

工事損失引当金の増減額（△は減少） 17,919 4,478

受取利息及び受取配当金 △24,996 △20,328

支払利息 19,005 20,181

固定資産除却損 91,736 3,057

投資有価証券売却損益（△は益） △33,691 △4,641

投資有価証券評価損益（△は益） 22,990 34,734

売上債権の増減額（△は増加） △37,958 277,665

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,077 440,469

未収入金の増減額（△は増加） － 41,928

仕入債務の増減額（△は減少） △430,821 △601,519

未払金の増減額（△は減少） △106,323 10,143

未払費用の増減額（△は減少） △8,198 16,586

未払消費税等の増減額（△は減少） 49,194 △38,282

工事補償損失 55,373 －

過年度工事補償損失 － 63,291

その他 55,726 △25,415

小計 224,677 547,406

利息及び配当金の受取額 24,996 20,379

利息の支払額 △18,754 △19,469

保険金の受取額 － 3,104

災害損失の支払額 △3,182 △1,574

工事補償損失の支払額 △55,373 －

過年度工事補償損失の支払額 － △63,291

法人税等の支払額 △111,352 △168,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,011 318,402
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △127,331 △266,174

定期預金の払戻による収入 27,277 236,032

有形固定資産の取得による支出 △109,092 △237,774

投資有価証券の取得による支出 △74,464 △45,306

投資有価証券の売却による収入 55,487 17,887

貸付けによる支出 △36,500 △4,391

貸付金の回収による収入 826 8,671

その他 △8,888 △60,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △272,686 △351,540

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） 350,000 －

自己株式の取得による支出 △912 △333

自己株式の売却による収入 15,668 2,169

配当金の支払額 △72,522 △61,111

少数株主への配当金の支払額 △1,335 △1,335

その他 － △970

財務活動によるキャッシュ・フロー 290,897 △61,581

現金及び現金同等物に係る換算差額 △604 △63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,617 △94,783

現金及び現金同等物の期首残高 1,943,951 2,022,569

現金及び現金同等物の期末残高 2,022,569 1,927,786
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 該当事項はありません。 

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

 ａ      ―

   

① 有価証券

 ａ 満期保有目的の債券

   償却原価法（定額法）

 ｂ その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算期末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

(7)【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】

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記していた「災害損失」（当連結会

計年度3,182千円）は、金額が僅少となったため、当連結

会計年度は「その他」に含めて表示しております。

２ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記していた「有形固定資産の売却に

よる収入」（当連結会計年度801千円）、「無形固定資産

の取得による支出」（当連結会計年度1,000千円）は、金

額が僅少となったため、当連結会計年度は「その他」に

含めて表示しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「未収入金の増

減額（△は増加）」(前連結会計年度26,270千円)は、重

要性が増したため、当連結会計年度において区分掲記す

ることに変更いたしました。
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最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、使用原材料の共通性、製造方法及び製品の類似性、販売経路の共通性により区分しております。 
２ 各区分に属する主要な製品 

   
３ 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4,338百万円であり、その主なものは親会社で
の余資運用資金(現金及び預金、有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券、長期貸付金)であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と、同費用に係る償却費が含まれています。 
５ たな卸資産については、従来、未成工事支出金については個別原価法、その他のたな卸資産については、移
動平均法による低価法によっておりましたが、当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 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、未成工事支出
金については個別原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、その他のたな卸資産については移動平
均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。この結果、従来の方
法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、「耐火物」が87,742千円、「プラント」が24,792
千円、「建材及び舗装用材」が5,757千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

６  当連結会計年度から、機械装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行い、一部の資
産について耐用年数を変更して減価償却費を算定する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方
法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、「耐火物」が15,667千円、「プラント」が56千
円、「建材及び舗装用材」が1,812千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

耐火物 
(千円)

プラント
(千円)

建材及び
舗装用材 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

3,744,122 3,282,770 2,780,611 63,779 9,871,284 ― 9,871,284

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

159,946 ― 8,015 10,793 178,755 (178,755) ―

計 3,904,069 3,282,770 2,788,626 74,573 10,050,039 (178,755) 9,871,284

   営業費用 3,731,063 2,966,262 2,675,984 82,202 9,455,513 (178,431) 9,277,081

   営業利益又は営業 
   損失(△)

173,005 316,507 112,642 △7,629 594,526 (323) 594,202

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出

  資産 4,690,219 985,054 1,313,188 119,133 7,107,595 4,338,219 11,445,814

  減価償却費 195,423 7,467 17,613 1,203 221,708 12,917 234,626

  減損損失 48,960 ― ― ― 48,960 ― 48,960

  資本的支出 120,814 3,070 9,166 ― 133,051 8,996 142,048

事業区分 主要製品

耐火物 粘土質煉瓦、高アルミナ質煉瓦、塩基性煉瓦、不定形耐火物、その他耐火材料

プラント セラミックス用高温炉、その他各種工業窯炉及び工業窯炉付帯自動化設備等

建材及び舗装用材 工場、倉庫その他建物の床材、道路舗装用骨材、各種カラー舗装材

その他の事業 原燃料の販売、不動産賃貸収入ほか
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、使用原材料の共通性、製造方法及び製品の類似性、販売経路の共通性により区分しております。 
２ 各区分に属する主要な製品 

   
３ 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4,422百万円であり、その主なものは親会社で
の余資運用資金(現金及び預金、有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券、長期貸付金)であります。 

４ 減価償却費には長期前払費用に係る償却費が含まれています。 
    ５ 従来、不動産賃貸は、その他の事業に含めておりましたが、営業利益割合が増加したことにより、当連結 
      会計年度より「不動産賃貸」として区分表示することに変更しました。この結果、前連結会計年度と同様 
      の区分によった場合に比し、「その他の事業」の売上高は54,482千円減少し、営業利益は30,896千円減少 
      しており、「不動産賃貸」については、それぞれ同額増加しております。 

  
    

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21
年４月１日 至 平成22年３月31日)については、在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載
を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21
年４月１日 至 平成22年３月31日)において、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記
載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

耐火物
(千円)

プラント 
(千円)

建材及び
舗装用材 
(千円)

不動産賃貸
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社 
(千円)

連結
(千円)

 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 
 

3,281,260 2,426,795 2,410,277 54,482 773 8,173,588 ― 8,173,588

(2) セグメント間の
内部売上高又は 
振替高

210,317 ― 9,412 10,309 50 230,089 (230,089) ―

計 3,491,577 2,426,795 2,419,689 64,792 823 8,403,678 (230,089) 8,173,588

 営業費用 3,445,482 2,411,243 2,385,306 33,895 170 8,276,098 (226,636) 8,049,461

 営業利益 46,094 15,551 34,383 30,896 653 127,579 (3,452) 124,127

Ⅱ 資産、減価償
却費及び資本
的支出

  資産 3,953,439 928,816 1,362,831 117,701 122 6,362,911 4,422,174 10,785,085

  減価償却費 206,834 6,833 15,859 1,324 ― 230,851 12,443 243,295

  資本的支出 206,194 1,800 2,097 ― ― 210,091 28,909 239,000

事業区分 主要製品

耐火物 粘土質煉瓦、高アルミナ質煉瓦、塩基性煉瓦、不定形耐火物、その他耐火材料

プラント セラミックス用高温炉、その他各種工業窯炉及び工業窯炉付帯自動化設備等

建材及び舗装用材 工場、倉庫その他建物の床材、道路舗装用骨材、各種カラー舗装材

不動産賃貸 不動産賃貸収入

その他の事業 原料の販売ほか

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、資産除去債務に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

  

 
(注) １ 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しておりません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 
  

(2) １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

(開示の省略)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 562円92銭 １株当たり純資産額 567円72銭

１株当たり当期純利益 18円53銭 １株当たり当期純利益 40銭

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,223,272 6,309,006

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円)

453,514 484,164

(うち少数株主持分) （453,514） （484,164）

普通株式に係る純資産額 
(千円)

5,769,757 5,824,841

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数(千株)

10,249 10,260

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 188,816 4,078

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 188,816 4,078

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,191 10,258

(重要な後発事象)
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3.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,244,554 1,114,135

受取手形 579,980 194,101

売掛金 2,197,896 2,246,562

有価証券 8,796 8,809

製品 798,458 622,226

原材料 666,204 528,622

仕掛品 122,718 99,620

未成工事支出金 174,362 73,265

貯蔵品 42,547 38,825

前払費用 5,309 9,063

繰延税金資産 176,424 112,878

関係会社短期貸付金 7,500 9,500

未収入金 86,755 107,502

その他 3,393 5,645

貸倒引当金 △9,660 △9,310

流動資産合計 6,105,242 5,161,450

固定資産   

有形固定資産   

建物 274,505 256,428

構築物 30,176 28,227

焼成窯 76,952 100,784

機械及び装置 303,403 287,698

車両運搬具 11,720 6,447

工具、器具及び備品 57,525 40,648

土地 661,736 661,736

建設仮勘定 2,709 27,346

有形固定資産合計 1,418,729 1,409,318

無形固定資産   

ソフトウエア 3,985 2,064

電話加入権 2,121 2,121

その他 10,300 10,300

無形固定資産合計 16,407 14,486

投資その他の資産   

投資有価証券 735,726 928,497

関係会社株式 751,652 751,682

出資金 64 64

従業員に対する長期貸付金 294 2,162

関係会社長期貸付金 108,500 97,000

破産更生債権等 5,803 5,913

長期前払費用 7,751 9,976

長期預金 100,000 50,000

繰延税金資産 369,789 315,298

施設利用会員権 111,560 87,160

その他 23,613 89,901

貸倒引当金 △41,850 △31,985

投資その他の資産合計 2,172,905 2,305,671

固定資産合計 3,608,042 3,729,476

資産合計 9,713,284 8,890,926
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,219,871 492,983

買掛金 284,480 341,412

短期借入金 980,000 980,000

未払金 18,935 32,180

未払費用 133,987 150,530

未払法人税等 89,000 10,500

未払消費税等 37,214 17,896

前受金 30,760 5,838

預り金 10,832 11,904

従業員預り金 70,574 66,356

賞与引当金 175,000 155,000

役員賞与引当金 17,350 －

製品保証引当金 39,300 19,400

工事損失引当金 17,919 22,398

設備関係支払手形 42,519 21,070

その他 － 69,293

流動負債合計 3,167,745 2,396,764

固定負債   

関係会社長期借入金 323,000 323,000

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 501,773 509,072

役員退職慰労引当金 116,605 126,425

長期預り金 46,215 61,555

その他 111,421 42,128

固定負債合計 1,499,015 1,462,181

負債合計 4,666,761 3,858,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金   

資本準備金 774,663 774,663

その他資本剰余金 81,760 81,760

資本剰余金合計 856,423 856,423

利益剰余金   

利益準備金 219,250 219,250

その他利益剰余金   

特別積立金 1,750,000 1,750,000

退職給与積立金 120,000 120,000

配当準備積立金 50,000 50,000

研究開発積立金 50,000 50,000

繰越利益剰余金 1,092,397 969,101

利益剰余金合計 3,281,647 3,158,351

自己株式 △4,434 △4,767

株主資本合計 5,010,636 4,887,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,886 144,972

評価・換算差額等合計 35,886 144,972

純資産合計 5,046,523 5,031,980

負債純資産合計 9,713,284 8,890,926
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,043,155 5,722,071

売上原価 5,491,289 4,711,981

売上総利益 1,551,866 1,010,089

販売費及び一般管理費 1,127,424 976,902

営業利益 424,441 33,187

営業外収益   

受取利息 2,928 1,919

受取配当金 24,897 20,260

受取賃貸料 3,170 2,979

補助金収入 4,738 49,393

その他 3,444 6,671

営業外収益合計 39,179 81,224

営業外費用   

支払利息 10,996 14,062

社債利息 9,856 9,768

その他 1,882 408

営業外費用合計 22,735 24,238

経常利益 440,885 90,173

特別利益   

固定資産売却益 278 878

貸倒引当金戻入額 1,715 10,215

製品保証引当金戻入額 － 4,387

工事損失引当金戻入額 － 8,204

役員退職慰労引当金戻入額 14,850 －

その他 39 2,570

特別利益合計 16,883 26,256

特別損失   

固定資産除却損 90,946 2,816

固定資産売却損 4 －

減損損失 48,960 －

投資有価証券評価損 22,990 34,734

たな卸資産評価損 38,653 －

工事補償損失 55,373 －

過年度工事補償損失 － 63,291

その他 3,607 1,574

特別損失合計 260,535 102,417

税引前当期純利益 197,232 14,013

法人税、住民税及び事業税 124,837 9,340

法人税等調整額 △18,387 44,183

法人税等合計 106,450 53,523

当期純利益又は当期純損失（△） 90,782 △39,510
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 877,000 877,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 877,000 877,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 774,663 774,663

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 774,663 774,663

その他資本剰余金   

前期末残高 81,760 81,760

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 81,760 81,760

資本剰余金合計   

前期末残高 856,423 856,423

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 856,423 856,423

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 219,250 219,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 219,250 219,250

その他利益剰余金   

特別積立金   

前期末残高 1,750,000 1,750,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,750,000 1,750,000

退職給与積立金   

前期末残高 120,000 120,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 120,000 120,000

配当準備積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,000 50,000

研究開発積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,000 50,000
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,104,771 1,092,397

当期変動額   

剰余金の配当 △103,156 △83,785

当期純利益又は当期純損失（△） 90,782 △39,510

当期変動額合計 △12,373 △123,295

当期末残高 1,092,397 969,101

利益剰余金合計   

前期末残高 3,294,021 3,281,647

当期変動額   

剰余金の配当 △103,156 △83,785

当期純利益又は当期純損失（△） 90,782 △39,510

当期変動額合計 △12,373 △123,295

当期末残高 3,281,647 3,158,351

自己株式   

前期末残高 △3,521 △4,434

当期変動額   

自己株式の取得 △912 △333

当期変動額合計 △912 △333

当期末残高 △4,434 △4,767

株主資本合計   

前期末残高 5,023,923 5,010,636

当期変動額   

剰余金の配当 △103,156 △83,785

当期純利益又は当期純損失（△） 90,782 △39,510

自己株式の取得 △912 △333

当期変動額合計 △13,286 △123,629

当期末残高 5,010,636 4,887,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 277,827 35,886

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △241,941 109,086

当期変動額合計 △241,941 109,086

当期末残高 35,886 144,972

評価・換算差額等合計   

前期末残高 277,827 35,886

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △241,941 109,086

当期変動額合計 △241,941 109,086

当期末残高 35,886 144,972

純資産合計   

前期末残高 5,301,751 5,046,523

当期変動額   

剰余金の配当 △103,156 △83,785

当期純利益又は当期純損失（△） 90,782 △39,510

自己株式の取得 △912 △333

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △241,941 109,086

当期変動額合計 △255,227 △14,542

当期末残高 5,046,523 5,031,980
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該当事項はありません。 

  

  ①代表者の異動 

     該当者はありません。 

   

  ②その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補 

     取締役 常務執行役員  中 島 正 也  (現 常務執行役員 

      営業部・プラント部管掌          営業部・プラント部管掌) 

  

      ・取締役の役位の異動 

     取締役 常務執行役員  中 尾 晴一朗   (現 取締役 執行役員 

      管理部門管掌兼総務部長          管理部門管掌兼総務部長) 

  

   ・新任監査役候補 

     社外監査役       高 野 正 和   (現 税理士) 

                           

   ・退任予定監査役 

     社外監査役       佐 藤 昌 巳 

  

                           (平成22年６月29日付) 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

4. その他

(1) 役員の異動
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