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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,115 4.1 46 △57.3 68 △59.3 19 △6.5
23年3月期第2四半期 3,951 7.0 109 244.4 167 183.4 20 △22.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △11百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △52百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 1.87 ―
23年3月期第2四半期 2.00 ―

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

24年3月期第2四半期 10,794 6,337 53.9 567.60
23年3月期 11,350 6,374 51.7 571.93
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  5,822百万円 23年3月期  5,867百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ― 2.50
24年3月期（予想） ― 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 9,200 6.9 460 19.8 480 0.6 220 42.2 21.44



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 12,909,828 株 23年3月期 12,909,828 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,651,373 株 23年3月期 2,650,798 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,258,980 株 23年3月期2Q 10,260,012 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響により
急速な落ち込みに見舞われましたが、サプライチェーンの立て直しが進み生産活動は持ち直しの動きが見
られ、輸出にも回復の兆しが出てまいりました。しかし、企業の業況判断には慎重さも見られ、雇用情勢
は依然として厳しく、また欧州の金融不安が急激な円高を招来し、依然として先行き不透明な状況のまま
推移しました。 
このような環境下、耐火物の大口需要先となる鉄鋼業界においては、未だ粗鋼生産高が震災以前の水準

に戻ったとは言い難い状況であります。一方、当社製品の主要顧客であるセメント業界においては、長ら
く国内需要の減少傾向が続いておりましたが、平成23年７月以降、生産高が前年を上回るなど復興需要の
兆しが見られる状況となりました。しかし、この期間の当社における事業環境は未だ受注は震災の影響か
ら低調、また原燃料価格の高騰という非常に厳しい状況が続きました。 
このような状況下、当社グループにおいては、新しい製品開発と市場開拓、新しい作業標準の確立によ

るコスト改善、営業活動強化による売上規模の拡大に努力するなど、当社の特徴を伸ばしながら体質の改
善を図るべく取り組んでまいりました。 
この結果、プラント事業は大幅な増収増益となりましたが、耐火物事業、建材及び舗装用材事業は低迷

する事業環境を跳ね返すには至りませんでした。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高4,115百万円（前年同四半期比

4.1％増）、営業利益46百万円（前年同四半期比57.3％減）、経常利益68百万円（前年同四半期比59.3％
減）、四半期純利益19百万円（前年同四半期比6.5％減）となりました。 

  

（資産の状況） 

流動資産は、現金及び預金の減少などにより、全体としては7,367百万円（前連結会計年度末比758百万
円減）となりました。固定資産は、長期性預金の増加などにより、全体としては3,427百万円（前連結会
計年度末比201百万円増）となりました。その結果、資産合計では、10,794百万円（前連結会計年度末比
556百万円減）となりました。 

（負債の状況） 

流動負債は、支払手形及び買掛金が減少したことなどにより、全体としては3,091百万円（前連結会計
年度末比525百万円減）となりました。固定負債は、役員退職慰労引当金の増加などにより、全体として
は1,365百万円（前連結会計年度末比5百万円増）となりました。その結果、負債合計では、4,456百万円
（前連結会計年度末比519百万円減）となりました。 

（純資産の状況） 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などにより6,337百万円（前連結会計年度末比36百万円
減）となり、自己資本比率は53.9％（前連結会計年度末比2.2ポイント増）となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。なお、平成24年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年５

月13日公表の業績予想から変更はありません。 

  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

美濃窯業株式会社（5356）　　平成24年3月期　第2四半期決算短信

-2-



該当事項はありません。 

  

一般債権の貸倒見積高の算定 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,969,000 2,253,833

受取手形及び売掛金 2,894,043 2,556,786

有価証券 110,527 108,915

たな卸資産 1,974,455 2,202,902

その他 194,194 263,164

貸倒引当金 △16,678 △18,262

流動資産合計 8,125,543 7,367,340

固定資産   

有形固定資産 1,498,722 1,473,597

無形固定資産 58,165 62,748

投資その他の資産   

投資有価証券 887,398 952,477

その他 798,282 951,942

貸倒引当金 △17,357 △13,729

投資その他の資産合計 1,668,323 1,890,690

固定資産合計 3,225,210 3,427,036

資産合計 11,350,754 10,794,377

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,904,211 1,617,004

短期借入金 730,000 730,000

未払法人税等 166,859 21,677

賞与引当金 208,860 199,020

役員賞与引当金 3,700 1,300

製品保証引当金 27,558 22,020

工事損失引当金 4,195 28,852

その他 571,536 471,239

流動負債合計 3,616,920 3,091,114

固定負債   

社債 400,000 400,000

退職給付引当金 614,312 614,153

役員退職慰労引当金 210,524 218,127

資産除去債務 43,692 43,887

その他 91,152 89,326

固定負債合計 1,359,682 1,365,494

負債合計 4,976,602 4,456,608
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 877,000 877,000

資本剰余金 419,519 419,519

利益剰余金 5,085,364 5,080,830

自己株式 △597,218 △597,316

株主資本合計 5,784,665 5,780,032

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,783 42,693

その他の包括利益累計額合計 82,783 42,693

少数株主持分 506,702 515,041

純資産合計 6,374,151 6,337,768

負債純資産合計 11,350,754 10,794,377
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,951,548 4,115,476

売上原価 3,118,736 3,311,241

売上総利益 832,812 804,235

販売費及び一般管理費 723,178 757,443

営業利益 109,634 46,791

営業外収益   

受取利息 1,390 1,556

受取配当金 12,009 11,972

補助金収入 47,469 10,154

その他 7,262 7,935

営業外収益合計 68,132 31,619

営業外費用   

支払利息 9,433 7,929

その他 1,254 2,456

営業外費用合計 10,688 10,386

経常利益 167,078 68,024

特別利益   

固定資産売却益 317 99

投資有価証券売却益 361 －

賞与引当金戻入額 5,940 －

役員退職慰労引当金戻入額 3,481 －

工事損失引当金戻入額 394 －

受取保険金 2,365 －

その他 2,151 －

特別利益合計 15,010 99

特別損失   

投資有価証券評価損 48,959 8,482

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,806 －

その他 8,550 1,969

特別損失合計 100,316 10,452

税金等調整前四半期純利益 81,772 57,672

法人税、住民税及び事業税 68,767 19,157

法人税等調整額 △11,685 9,141

法人税等合計 57,082 28,299

少数株主損益調整前四半期純利益 24,689 29,373

少数株主利益 4,216 10,230

四半期純利益 20,473 19,142
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 24,689 29,373

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △76,980 △40,645

その他の包括利益合計 △76,980 △40,645

四半期包括利益 △52,291 △11,272

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,889 △20,947

少数株主に係る四半期包括利益 3,598 9,674
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 81,772 57,672

減価償却費 112,161 101,925

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,982 △159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,610 7,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,355 △2,044

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,500 △9,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,900 △2,400

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,778 △5,537

工事損失引当金の増減額（△は減少） 186 24,657

受取利息及び受取配当金 △13,399 △13,529

支払利息 9,433 7,929

投資有価証券売却損益（△は益） △361 －

投資有価証券評価損益（△は益） 48,959 8,482

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,806 －

売上債権の増減額（△は増加） 696,752 337,257

たな卸資産の増減額（△は増加） △361,497 △228,447

前払費用の増減額（△は増加） △26,685 △28,506

仕入債務の増減額（△は減少） 361,747 △287,206

未払金の増減額（△は減少） 12,907 △2,972

前受金の増減額（△は減少） 104,461 △99,890

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,599 13,874

その他 △51,969 17,656

小計 989,326 △103,478

利息及び配当金の受取額 13,500 14,185

利息の支払額 △8,793 △7,815

災害損失の支払額 △532 －

法人税等の支払額 △32,464 △163,712

法人税等の還付額 62,736 871

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,023,774 △259,949

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 △109,890 △290,165

定期預金の払戻による収入 59,705 190,074

有形固定資産の取得による支出 △82,680 △101,821

投資有価証券の取得による支出 △102,294 △143,480

投資有価証券の売却による収入 1,827 1,170

その他 2,535 △4,363

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,796 △348,585

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） △150,000 －

配当金の支払額 △23,506 △23,920

少数株主への配当金の支払額 △1,335 △1,335

その他 △572 △583

財務活動によるキャッシュ・フロー △175,415 △25,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 △111 △522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 617,451 △634,897

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,786 2,771,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,545,237 2,136,660

美濃窯業株式会社（5356）　　平成24年3月期　第2四半期決算短信

-8-



該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外注事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△72,732千円には、セグメント間取引消去△11,706千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△48,959千円、及びたな卸資産の調整額△12,066千円が含まれております。全社費

用は、報告セグメントに帰属しない投資有価証券評価損であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外注事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△47,025には、セグメント間取引消去△11,706千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△8,482千円、及びたな卸資産の調整額△26,835千円が含まれております。全社費用は、

報告セグメントに帰属しない投資有価証券評価損であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ３耐火物 プラント

建材及び
舗装用材

不動産
賃貸

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

1,959,832 984,522 973,794 24,865 3,943,014 8,533 3,951,548 ― 3,951,548

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

363,787 ― 2,841 4,675 371,304 7,441 378,745 △378,745 ―

計 2,323,620 984,522 976,635 29,541 4,314,319 15,975 4,330,294 △378,745 3,951,548

セグメント利
益又はセグメ
ント損失(△)

145,769 12,776 △17,848 10,668 151,366 3,137 154,504 △72,732 81,772

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ３耐火物 プラント

建材及び
舗装用材

不動産 
賃貸

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

1,692,415 1,485,238 905,275 24,741 4,107,671 7,804 4,115,476 ― 4,115,476

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

416,848 ― 4,348 4,675 425,872 12,897 438,770 △438,770 ―

計 2,109,264 1,485,238 909,623 29,417 4,533,544 20,702 4,554,246 △438,770 4,115,476

セグメント利
益又はセグメ
ント損失(△)

25,207 65,795 △7,532 18,587 102,059 2,638 104,697 △47,025 57,672
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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