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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 17,787 △14.7 615 △46.2 635 △49.8 472 2.4
21年3月期 20,862 7.3 1,143 40.7 1,266 46.9 461 1.1

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 21.07 ― 3.3 2.8 3.5
21年3月期 20.41 ― 3.2 5.3 5.5

（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 21,669 14,341 66.2 639.56
21年3月期 23,066 13,956 60.5 622.33

（参考） 自己資本   22年3月期  14,341百万円 21年3月期  13,956百万円

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 2,772 △299 △1,952 1,851
21年3月期 1,238 △584 △411 1,325

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00 225 49.0 1.6
22年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00 201 42.7 1.4
23年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 44.8

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

9,100 2.5 350 156.0 400 188.6 240 218.7 10.70

通期 18,500 4.0 750 21.9 800 25.9 500 5.8 22.30

－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） 

(注) 詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および13ページ「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」をご覧ください。 

(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、15ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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） 22年3月期 25,587,421株 21年3月期 25,587,421株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,163,880株 21年3月期  3,161,142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 17,350 △14.7 652 △47.7 669 △51.6 477 △34.3
21年3月期 20,331 8.4 1,247 44.4 1,383 53.5 725 46.6

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 21.27 ―
21年3月期 32.10 ―

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 21,958 14,722 67.0 656.58
21年3月期 23,394 14,355 61.4 640.12

（参考） 自己資本 22年3月期  14,722百万円 21年3月期  14,355百万円

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）

※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予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によ
って予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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

8,800 ― 350 ― 400 ― 240 ― 10.70

通期 17,800 2.6 700 7.3 750 12.1 450 △5.7 20.07

－2－



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、世界経済の持ち直しを背景に、アジア向けを中心とした輸出

や生産に回復の動きが見られました。国内においても経済対策の効果により企業収益や個人消費に一部

持ち直しの動きが見られたものの、依然として雇用・所得環境は厳しく、自律的な回復には至らないま

ま推移いたしました。  

このような状況下で、耐火物業界の主たる需要先である鉄鋼業界の粗鋼生産量は9,644万屯と前年度

比8.6％の減少となり、鉄鋼以外の需要先につきましても、セメントの販売量が前年度に引続き減少す

るなど、需要先の状況は押し並べて減産となっております。これらにより、わが国の耐火物の生産量

は、輸入品の影響等もあり97万屯と前年度比13.4％の減少となりました。 

当社グループは、このような情勢下においても活発な受注活動を展開いたしましたが、当連結会計年

度の売上高は177億87百万円となり、前期に比べ30億74百万円の減収となりました。 

損益面におきましては、コストの削減に努めましたが、営業利益は６億15百万円と前期に比べ５億28

百万円減少し、経常利益は６億35百万円と前期に比べ６億31百万円の減少となりました。当期純利益に

つきましては、４億72百万円と前期に比べ11百万円の増加となりました。 

  

②次期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、新興国を中心とした景気の拡大や各国政府による経済対策の効

果による企業収益の改善など、復調の兆しが見られますが、企業の設備投資や個人消費の回復には、ま

だ時間を要するものと予想され、引き続き不透明な状況が続くものと思われます。 

このような状況から、耐火物業界におきましては、輸入品との競争も含めて事業環境は厳しさを増す

ものと考えられます。 

当社グループといたしましては、国内外の需要先からのニーズをつかみ、受注獲得に全力を注いでま

いります。また、品質の安定および向上を進めながら、生産設備の集約化や省人化の促進による一層の

コスト削減により業績の向上に努めてまいります。 

これらの状況を踏まえ、当社グループの平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、売上

高185億円、営業利益７億50百万円、経常利益８億円、当期純利益５億円を見込んでおります。 

  なお、上記の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。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

現金及び預金の増加、投資有価証券の時価評価額の増加等がありましたが、売掛債権の減少およびた

な卸資産の減少等により、総資産は216億69百万円と前連結会計年度末に比べ13億97百万円減少いたし

ました。 

 負債は、73億27百万円と前連結会計年度末に比べ17億81百万円の減少となりました。これは主とし

て、短期借入金、未払法人税等の減少によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の60.5％から5.7ポイント上昇し、66.2％となり、財

政状態は概ね良好であると判断しております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は18億51百万円となり、前連結会計年度末より

５億26百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況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)  

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は27億72百万円となりました（前連結会計年度

比15億33百万円増加）。これは主に、法人税等の支払額４億49百万円、退職給付引当金の減少額１億29

百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益７億70百万円、減価償却費７億72百万円、

たな卸資産の減少額13億55百万円等の増加要因によるものであります。  

 前連結会計年度に比べての獲得した資金の増加は、税金等調整前当期純利益が減少したものの、たな

卸資産が減少したことが主な要因であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は２億99百万円となりました（前連結会計年度

比２億85百万円の減少）。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億73百万円等によるものであ

ります。  

 前連結会計年度に比べての使用した資金の減少は、有形固定資産の取得による支出および投資有価証

券の取得による支出が減少したことが主な要因であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は19億52百万円となりました（前連結会計年度

比15億40百万円の増加）。これは主に、短期借入金の減少額17億50百万円、配当金の支払額２億1百万

円によるものであります。  

 前連結会計年度に比べての使用した資金の増加は、短期借入金の増減に伴う支出が増加したことが主

な要因であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
    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／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      

（注1）各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、計算しております。   

（注2）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。 

（注3）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。      

（注4）営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動 

    によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。  

  

①利益配分に関する基本方針 

当業界における技術の変革と進展のスピードは著しく、生産設備の更新・合理化の投資は、非常に重

要であります。この所要資金は、内部資金を充当することを原則としており、今後もこの方針により対

処します。   

利益配分につきましては、安定した配当の継続を基本に、企業の財務体質の強化を図るとともに内部

資金の充実を進めつつ収益に対応した配当を行い、配当回数につきましては、毎年９月30日を基準日と

する配当と毎年３月31日を基準日とする配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針にして堅実

な経営に努めてまいります。当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって

剰余金の配当等を行うことが出来る。」旨定款に定めております。 

②当期及び次期の配当 

当期の配当につきましては、上記の方針に基づき９月30日を基準日とする配当を１株当たり４円実施

し、３月31日を基準日とする配当につきましては１株当たり５円とすることを決定いたしました。この

結果、当期の１株当たり年間配当金は９円となります。 

次期の配当金につきましては、１株当たり10円（９月30日を基準日とする配当５円、３月31日を基準

日とする配当５円）を予定しております。 

  

  

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（％） 59.4 59.0 59.2 60.5 66.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

36.9 30.6 23.6 15.9 29.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

1,274.7 497.0 487.2 266.5 55.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

23.8 32.0 18.4 27.3 128.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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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 1,325,369 1,851,628

受取手形及び売掛金 8,065,122 7,769,057

有価証券 400 －

製品 2,560,239 2,278,124

仕掛品 592,340 370,759

原材料及び貯蔵品 2,453,592 1,610,135

繰延税金資産 249,520 242,058

その他 140,327 73,059

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 15,385,112 14,193,021

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,200,062 2,058,643

機械装置及び運搬具（純額） 1,460,946 1,269,434

土地 1,363,963 1,364,210

その他（純額） 310,718 245,586

有形固定資産合計 5,335,691 4,937,874

無形固定資産 70,228 65,854

投資その他の資産   

投資有価証券 2,142,796 2,315,897

その他 257,194 245,332

貸倒引当金 △124,633 △88,787

投資その他の資産合計 2,275,357 2,472,442

固定資産合計 7,681,276 7,476,171

資産合計 23,066,389 21,669,193
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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 2,218,011 2,525,131

短期借入金 2,700,000 950,000

未払費用 1,031,882 1,096,039

未払法人税等 398,913 231,202

役員賞与引当金 22,400 20,100

その他 488,131 303,376

流動負債合計 6,859,339 5,125,849

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

繰延税金負債 302,663 391,561

退職給付引当金 1,218,990 1,089,022

その他 128,942 121,542

固定負債合計 2,250,597 2,202,126

負債合計 9,109,936 7,327,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 9,613,002 9,883,712

自己株式 △554,982 △555,495

株主資本合計 13,463,006 13,733,203

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 459,715 550,931

繰延ヘッジ損益 △1,286 －

為替換算調整勘定 35,016 57,083

評価・換算差額等合計 493,446 608,014

純資産合計 13,956,452 14,341,217

負債純資産合計 23,066,389 21,669,193
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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 20,862,219 17,787,371

売上原価 17,558,172 15,354,740

売上総利益 3,304,046 2,432,631

販売費及び一般管理費 2,160,256 1,817,328

営業利益 1,143,790 615,302

営業外収益   

受取利息 12,263 6,040

受取配当金 53,391 33,244

不動産賃貸料 32,734 31,664

デリバティブ評価益 55,805 －

助成金収入 28,049 10,158

その他 30,730 12,499

営業外収益合計 212,975 93,607

営業外費用   

支払利息 45,338 21,635

為替差損 40,833 23,011

デリバティブ評価損 － 26,478

その他 4,124 2,483

営業外費用合計 90,295 73,607

経常利益 1,266,470 635,301

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 29,290

デリバティブ解約益 － 24,943

投資有価証券売却益 1,574 －

固定資産売却益 147 82,692

特別利益合計 1,721 136,926

特別損失   

貸倒引当金繰入額 850 400

投資有価証券売却損 34 －

固定資産売却損 － 113

固定資産除却損 2,787 1,195

ゴルフ会員権評価損 2,270 400

投資有価証券評価損 93,907 －

減損損失 155,383 －

特別損失合計 255,232 2,109

税金等調整前当期純利益 1,012,959 770,118

法人税、住民税及び事業税 580,000 275,000

法人税等調整額 △28,477 22,579

法人税等合計 551,522 297,579

当期純利益 461,436 472,538
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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 2,654,519 2,654,519

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,654,519 2,654,519

資本剰余金   

前期末残高 1,750,465 1,750,465

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,750,465 1,750,465

利益剰余金   

前期末残高 9,377,786 9,613,002

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 461,436 472,538

当期変動額合計 235,216 270,709

当期末残高 9,613,002 9,883,712

自己株式   

前期末残高 △518,921 △554,982

当期変動額   

自己株式の取得 △36,060 △512

当期変動額合計 △36,060 △512

当期末残高 △554,982 △555,495

株主資本合計   

前期末残高 13,263,850 13,463,006

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 461,436 472,538

自己株式の取得 △36,060 △512

当期変動額合計 199,155 270,197

当期末残高 13,463,006 13,733,203
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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 1,044,841 459,715

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △585,125 91,215

当期変動額合計 △585,125 91,215

当期末残高 459,715 550,931

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,221 △1,286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 935 1,286

当期変動額合計 935 1,286

当期末残高 △1,286 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 183,842 35,016

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △148,825 22,066

当期変動額合計 △148,825 22,066

当期末残高 35,016 57,083

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,226,462 493,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △733,016 114,567

当期変動額合計 △733,016 114,567

当期末残高 493,446 608,014

純資産合計   

前期末残高 14,490,313 13,956,452

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 461,436 472,538

自己株式の取得 △36,060 △512

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △733,016 114,567

当期変動額合計 △533,860 384,765

当期末残高 13,956,452 14,341,217
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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 1,012,959 770,118

減価償却費 856,803 772,203

減損損失 155,383 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63,236 △38,861

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94,956 △129,968

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △200 △2,300

受取利息及び受取配当金 △65,655 △39,284

支払利息 45,338 21,635

固定資産売却損益（△は益） △147 △82,579

固定資産除却損 2,787 1,195

投資有価証券売却損益（△は益） △1,539 －

投資有価証券評価損益（△は益） 93,907 －

売上債権の増減額（△は増加） 696,719 297,696

たな卸資産の増減額（△は増加） △652,999 1,355,317

仕入債務の増減額（△は減少） △666,922 315,612

その他 155,022 △36,454

小計 1,599,737 3,204,331

利息及び配当金の受取額 65,545 39,174

利息の支払額 △45,338 △21,635

法人税等の支払額 △381,770 △449,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,238,173 2,772,168

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 238 83,195

有形固定資産の取得による支出 △477,891 △373,890

無形固定資産の取得による支出 △393 －

投資有価証券の売却による収入 2,067 －

投資有価証券の取得による支出 △108,550 △8,976

有価証券の売却及び償還による収入 － 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △584,529 △299,271

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 △1,750,000

自己株式の取得による支出 △36,060 △512

配当金の支払額 △225,907 △201,983

財務活動によるキャッシュ・フロー △411,968 △1,952,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,387 5,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 212,287 526,259

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,082 1,325,369

現金及び現金同等物の期末残高 1,325,369 1,851,628
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  該当事項はありません。 

  

 
 なお、上記引当金の計上基準、重要な収益及び費用の計上基準以外は、最近の有価証券報告書（平成
21年6月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

     

(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】

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)

会計処理基準に関する事項

（1）引当金の計上基準

 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、数理計算上の差異は、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理しております。

会計処理基準に関する事項

（1）引当金の計上基準

 退職給付引当金

  同左

 （会計方針の変更）

 当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）(企業会計基準第19号 平成20

年7月31日)を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

（2）     ─── （2）重要な収益及び費用の計上基準

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事

  工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）

②その他の工事

   工事完成基準

 （会計方針の変更）

 請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成

19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年

度に着手した工事契約から、当連結会計年度末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、

売上高は31百万円、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は2百万円それぞれ増

加しております。

株式会社ヨータイ（5357）　平成22年３月期　決算短信

－12－



  

 
  

  

 
  

(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】

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)

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

たな卸資産

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として月次総平均法による原価法によってお

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日公表分）が適用されたことに伴い、主として月

次総平均法による原価法（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）により算定

しております。 

 これに伴う、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に与える影響は軽微であ

ります。 

───

 

（リース取引に関する会計基準）

 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））を適用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリー

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。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

───

【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)

（連結貸借対照表）

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則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」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「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

「製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ2,580,998千円、544,736千円、1,876,794千円であ

ります。

───
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 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） 

 当社グループが営む事業は、耐火物の製造販売及びこれに付随する築炉工事等を行う耐火物事業のみ

の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

 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） 

 当社グループが営む事業は、耐火物の製造販売及びこれに付随する築炉工事等を行う耐火物事業のみ

の単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

 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） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める本邦の割合がいずれも90％を超

えているため、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） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める本邦の割合がいずれも90％を超

えているため、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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

  

     該当事項はありません。 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職
給付、賃貸不動産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、開示を省略しております。 

(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 622円33銭 １株当たり純資産額 639円56銭

１株当たり当期純利益金額 20円41銭 １株当たり当期純利益金額 21円07銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
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。

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) 461,436 472,538

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) 461,436 472,538

普通株式の期中平均株式数 (株) 22,612,176 22,424,646

(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 1,169,682 1,690,435

受取手形 1,667,816 1,304,343

売掛金 6,313,503 6,319,062

有価証券 400 －

製品 2,422,457 2,149,349

仕掛品 517,351 293,464

原材料及び貯蔵品 2,356,629 1,525,451

前払費用 14,645 22,707

繰延税金資産 249,520 242,058

その他 185,324 87,743

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 14,895,530 13,632,815

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,896,067 1,776,593

構築物（純額） 146,827 131,150

機械及び装置（純額） 1,240,587 1,043,052

車両運搬具（純額） 16,050 48,774

工具、器具及び備品（純額） 235,775 192,349

土地 1,363,963 1,364,210

建設仮勘定 52,880 27,558

有形固定資産合計 4,952,152 4,583,690

無形固定資産   

ソフトウエア 1,569 502

施設利用権 14,543 13,416

無形固定資産合計 16,112 13,918

投資その他の資産   

投資有価証券 2,142,796 2,315,897

出資金 73 73

関係会社出資金 1,255,398 1,255,398

長期前払費用 20,463 45,236

施設利用会員権 80,390 79,990

その他 49,084 49,095

貸倒引当金 △17,450 △17,850

投資その他の資産合計 3,530,755 3,727,840

固定資産合計 8,499,021 8,325,449

資産合計 23,394,551 21,958,265
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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 215,145 250,167

買掛金 1,947,028 2,212,927

短期借入金 2,700,000 950,000

未払金 68,914 135,915

未払費用 1,024,198 1,088,406

未払法人税等 398,913 231,202

未払消費税等 63,307 64,801

前受金 284,055 23,483

預り金 47,133 49,582

役員賞与引当金 22,400 20,100

その他 17,270 6,792

流動負債合計 6,788,367 5,033,379

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

繰延税金負債 302,663 391,561

退職給付引当金 1,218,990 1,089,022

その他 128,942 121,542

固定負債合計 2,250,597 2,202,126

負債合計 9,038,965 7,235,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金   

資本準備金 1,710,876 1,710,876

その他資本剰余金 39,589 39,589

資本剰余金合計 1,750,465 1,750,465

利益剰余金   

利益準備金 455,231 455,231

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 790,188 726,805

別途積立金 4,300,000 4,300,000

繰越利益剰余金 4,501,733 4,840,300

利益剰余金合計 10,047,153 10,322,337

自己株式 △554,982 △555,495

株主資本合計 13,897,156 14,171,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 459,715 550,931

繰延ヘッジ損益 △1,286 －

評価・換算差額等合計 458,429 550,931

純資産合計 14,355,586 14,722,759

負債純資産合計 23,394,551 21,958,265
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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 20,331,519 17,350,421

売上原価 17,156,173 15,009,392

売上総利益 3,175,345 2,341,028

販売費及び一般管理費 1,928,272 1,688,604

営業利益 1,247,073 652,423

営業外収益   

受取利息 12,037 6,167

有価証券利息 111 111

受取配当金 53,391 33,244

不動産賃貸料 32,734 31,664

デリバティブ評価益 55,805 －

助成金収入 28,049 10,158

その他 30,318 11,941

営業外収益合計 212,449 93,287

営業外費用   

支払利息 45,338 21,635

デリバティブ評価損 － 26,478

為替差損 28,770 27,168

その他 2,222 1,362

営業外費用合計 76,330 76,644

経常利益 1,383,191 669,067

特別利益   

デリバティブ解約益 － 24,943

投資有価証券売却益 1,574 －

固定資産売却益 147 82,692

特別利益合計 1,721 107,635

特別損失   

貸倒引当金繰入額 850 400

投資有価証券売却損 34 －

固定資産売却損 7,637 113

固定資産除却損 2,787 1,195

ゴルフ会員権評価損 2,270 400

投資有価証券評価損 93,907 －

特別損失合計 107,487 2,109

税引前当期純利益 1,277,426 774,593

法人税、住民税及び事業税 580,000 275,000

法人税等調整額 △28,477 22,579

法人税等合計 551,522 297,579

当期純利益 725,903 477,013
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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 2,654,519 2,654,519

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,654,519 2,654,519

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,710,876 1,710,876

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,710,876 1,710,876

その他資本剰余金   

前期末残高 39,589 39,589

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 39,589 39,589

資本剰余金合計   

前期末残高 1,750,465 1,750,465

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,750,465 1,750,465

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 455,231 455,231

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 455,231 455,231

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 854,172 790,188

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △63,983 △63,382

当期変動額合計 △63,983 △63,382

当期末残高 790,188 726,805

別途積立金   

前期末残高 4,300,000 4,300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,300,000 4,300,000
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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 3,938,066 4,501,733

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 725,903 477,013

固定資産圧縮積立金の取崩 63,983 63,382

当期変動額合計 563,666 338,567

当期末残高 4,501,733 4,840,300

利益剰余金合計   

前期末残高 9,547,469 10,047,153

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 725,903 477,013

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期変動額合計 499,683 275,184

当期末残高 10,047,153 10,322,337

自己株式   

前期末残高 △518,921 △554,982

当期変動額   

自己株式の取得 △36,060 △512

当期変動額合計 △36,060 △512

当期末残高 △554,982 △555,495

株主資本合計   

前期末残高 13,433,534 13,897,156

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 725,903 477,013

自己株式の取得 △36,060 △512

当期変動額合計 463,622 274,671

当期末残高 13,897,156 14,171,828
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,044,841 459,715

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △585,125 91,215

当期変動額合計 △585,125 91,215

当期末残高 459,715 550,931

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,221 △1,286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 935 1,286

当期変動額合計 935 1,286

当期末残高 △1,286 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,042,620 458,429

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △584,190 92,501

当期変動額合計 △584,190 92,501

当期末残高 458,429 550,931

純資産合計   

前期末残高 14,476,154 14,355,586

当期変動額   

剰余金の配当 △226,219 △201,829

当期純利益 725,903 477,013

自己株式の取得 △36,060 △512

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △584,190 92,501

当期変動額合計 △120,567 367,173

当期末残高 14,355,586 14,722,759
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   該当事項はありません。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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 （1）代表者の異動  

    代表取締役会長 四宮 和生（現 代表取締役社長） 

    代表取締役社長 馬場 和徳（現 常務取締役）  

  

  （2）その他の役員の異動  

  

    ① 新任取締役候補  

      取締役   山口 賢司 （現 吉永工場製造部長） 

      取締役   今野 浩二 （現 東京支社営業部長）  

  

 

    ② 退任予定取締役  

      代表取締役会長   原 亀吉 （当社相談役就任予定） 

  

 

  （3）異動予定日  

  

     平成22年6月24日  

  

  

  

４. その他

役員の異動
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