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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 17,876 △8.2 454 △68.0 991 △38.2 606 △33.1
24年3月期 19,467 0.8 1,416 24.7 1,602 65.4 906 34.2

（注）包括利益 25年3月期 961百万円 （19.3％） 24年3月期 806百万円 （838.6％）

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
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 ％ ％ ％

25年3月期 13.56 ― 2.9 3.1 2.5
24年3月期 20.18 ― 4.5 5.0 7.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24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

25年3月期 32,254 23,534 65.8 475.45
24年3月期 31,559 22,745 64.5 453.26

（参考） 自己資本 25年3月期 21,221百万円 24年3月期 20,370百万円

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

25年3月期 1,563 △849 △191 4,559
24年3月期 1,992 △662 △824 3,941

2.  配当の状況
年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00 89 9.9 0.4
25年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00 89 14.7 0.4
26年3月期(予想) ― 1.00 ― 1.00 2.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,650 △3.9 220 △48.7 330 △11.0 190 ― 4.26
通期 18,200 1.8 470 3.5 700 △29.4 400 △34.1 8.96



※  注記事項
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

詳細は、添付資料13ページ「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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） 25年3月期 45,477,000 株 24年3月期 45,477,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 842,146 株 24年3月期 536,132 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 44,756,265 株 24年3月期 44,946,215 株

（参考）個別業績の概要

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 14,236 △10.7 223 △71.7 617 △40.6 378 463.9
24年3月期 15,933 1.1 789 △18.5 1,040 △5.1 67 △86.4

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

25年3月期 8.45 ―
24年3月期 1.49 ―

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

25年3月期 24,326 16,440 67.6 368.34
24年3月期 23,854 15,832 66.4 352.31

（参考） 自己資本 25年3月期 16,440百万円 24年3月期 15,832百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び財務諸
表に対する監査手続を実施中であります。

※ 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予想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。なお、業績予想に関する事項は添付資料2ページをご参照ください。
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(1）経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、年末の政権交代により、新政権の揚げる経済政策への期待から円安・株高

基調に転換するなど、回復の兆しが見られるものの、欧州債務危機や新興国の経済成長の鈍化など、依然として先行

き不透明な状態が続いております。

一方、当社グループの主要取引先であります国内鉄鋼業界におきましても、年間粗鋼生産量は前年度比0.8%増の１

億730万トンと微増となりました。

このような状況下、当社グループは品質第一の考え方のもとで売上増強と収益向上に全力で取り組んでまいりまし

たが、国内需要の低迷、市況の悪化により、当連結会計年度の連結売上高は 百万円（前年同期比8.2％減）と

なりました。

また、利益面では、グループ全体を挙げて製造費及び販売費・一般管理費などあらゆる部門にわたりコスト削減努

力を行ってまいりました。しかしながら、昨年度末までの円高と欧州経済の停滞等により、営業利益は 百万円

（前年同期比68.0％減）、円高修正が進行したことによる為替差益の発生等から、経常利益は 百万円（前年同

期比38.2％減）、当期純利益は 百万円（前年同期比33.1％減）となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

① 日本

国内の売上高は133億52百万円（前年同期比12.6％減）となりました。また、営業利益は4億43百万円（前年同期比

67.0％減）となりました。

② 北米

北米の売上高は18億8百万円（前年同期比21.0％増）となりました。また、営業損失は45百万円（前年同期は営業

損失38百万円）となりました。

③ ヨーロッパ

ヨーロッパの売上高は16億7百万円（前年同期比4.5％減）となりました。また、営業利益は61百万円（前年同期比

22.7％減）となりました。

④ アジア

アジアの売上高は5億15百万円（前年同期比0.6％減）となりました。また、営業利益は1億15百万円（前年同期比

1.3％増）となりました。

⑤ その他

その他の売上高は5億93百万円（前年同期比20.1％増）となりました。また、営業利益は88百万円（前年同期比

36.9％減）となりました。

今後の見通しにつきましては、欧州の財政・金融問題等による景気の下振れや中国をはじめとする新興国の景気減

速、電力問題・原料高など国内経済全般の動向は極めて不透明な状況が続くことが予想されます。

このような状況を踏まえまして、当グループの平成26年3月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高182億

円、営業利益4億70百万円、経常利益7億円、当期純利益4億円と見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況に関する分析

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ6億95百万円増加（前年同期比2.2％増）し、

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加（7億88百万円）、投資有価証券の増加（5億77百万

円）、受取手形及び売掛金の減少（6億47百万円）等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ93百万円減少（前年同期比1.1％減）し、87億19百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等の減少（2億4百万円）、支払手形及び買掛金の減少（77百万円）、繰延税金負債の増

加（1億86百万円）等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ7億89百万円増加（前年同期比3.5％増）し、 百万円とな

りました。これは主に、利益剰余金の増加（5億17百万円）等によるものであります。

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は65.8％となり、前連結会計年度末（64.5％）と比べ1.3％上昇し、1

株当たり純資産額は475円45銭と前連結会計年度末に比べ22円19銭増加しております。

１．経営成績・財政状態に関する分析

178億76

4億54

9億91

6億6

322億54

235億34
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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、有形固定資産の取得による支出等の要

因により一部相殺されたものの、売上債権の減少で7億55百万円（前年同期比296.7％増）増加したこと等により、前

連結会計年度末に比べ6億17百万円増加し、当連結会計年度末には45億59百万円となりました。

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 百万円（前年同期比21.5％減）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益の計上及び売上債権の減少等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 百万円（前年同期比28.3％増）となりました。これは主に有形固定資産の

取得等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 百万円（前年同期比76.8％減）となりました。これは主に配当金の支払等

によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

（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／利息の支払額

※ 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。

※ 有利子負債は、利子を支払っているすべての負債を対象としております。

※ 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、利息の支払額については、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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分につきましては、当該年度の業績と今後の経営環境などを考慮の上、株主の皆様への安定的な利益還元

と将来に備えた企業体質強化のための内部留保の必要性を総合的に考慮して、配当の額を決定することを基本とし

ております。また、毎期における配当の回数につきましては、中間期と期末の２回を基本とし、取締役会の決議で

中間配当を、株主総会の決議で期末配当を行っております。なお、当期の配当につきましては、先に中間配当とし

て１株につき１円とさせていただきましたが、期末につきましても１株につき１円（通期２円）とさせていただく

案を本年６月の定時株主総会にお諮りすることとなっております。一方、内部留保資金の使途につきましては、有

利子負債をより一層削減し財務体質の更なる向上を図るとともに、企業価値の継続的な向上のため、研究開発や設

備投資などに活用することを基本としております。また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をする

ことができる旨を定款に定めております。なお、次期の配当につきましては、２円を予定しております。

15億63

8億49

1億91

平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

自己資本比率（％） 61.6 64.5 65.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
26.3 29.2 29.9

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
5.2 2.2 2.8

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
22.7 51.3 53.5
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（4）事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には主として以下のようなものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成25年3月31日）現在において当社グループが判断

したものであります。

①主要市場の経済状況等

当社グループは製品構成の上で鉄鋼関連の耐火物製品のシェアが高いことから、鉄鋼業界の動向に影響を受ける

可能性があります。従って、当社グループの業績はこれらの需要分野の動向、需要地域における経済情勢、競合の

状況等の影響を受けます。さらに海外の各需要地域における、経済情勢、関税、通商・租税その他の法的規制の動

向なども影響を及ぼす可能性があります。

②原材料等の価格変動

当社グループは世界各地から耐火原料を輸入しております。これらの耐火原料は需要状況により国際市況が変動

し、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為替レートの変動

当社グループの外貨建て取引は主として米ドル及びユーロ建てで行われておりますが、原材料等の輸入と製品輸

出との相殺により、為替変動リスクを限定的なものとするべく努力しております。然しながら、変動リスクを完全

に排除することは困難であり、為替レートの変動は、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金利の変動

当社グループは、主として運転資金の一部を銀行など金融機関からの借入金等で調達しております。借入金残高

は業容対比多額なものではありませんが、急激な金利上昇などがあった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑤保有有価証券の価値変動

当社グループが保有している投資有価証券の価値が、投資先の業績不振、証券市場における市況の悪化等で変動

した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、年金資産を構成する上場株式の株価変

動により、退職給付会計における数理計算上の差異が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑥災害の発生

当社グループは、国内及び海外に生産拠点を有しており、これらの地域において大きな災害が発生した場合は、

生産能力に影響を与え、業績に影響を及ぼす可能性があります。

近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、開示を省略しております。

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、昭和22年東京窯業株式会社創立以来、鉄鋼業界をはじめとする日本の基幹産業に対して耐火物

関連事業に重点を置いた製品とサービスを提供し、技術の革新と進歩、そして産業の発展に貢献して参りました。

「仕事を通じて世界に喜びと感謝の輪を広げる」を社是として、耐火物製品の製造・販売のほか、関連する窯業機

械器具製造、建築、運輸など総合力の発揮に努めております。これまで鉄鋼はじめ、あらゆる産業分野にユニーク

かつ高品質な製品を送り出してきましたが、独創的技術による新しい価値創造を通じて社会の発展に貢献していく

ことを経営の基本理念としております。

（２）中長期的な経営戦略および対処すべき課題

当社グループは高品質な耐火物関連製品の供給に努めておりますが、国内需要のほか海外需要につきましては、か

ねてより米国、ヨーロッパ、中国、台湾に耐火物の生産拠点を設けて、現地での供給に対処しております。さら

に、固有技術を生かしてＤＰＦ（ディーゼル排ガス用フィルター）事業をはじめ、環境保全や資源リサイクルなど

の環境関連分野にも積極的に進出をはかってまいります。

永年に亘る顧客の信頼をさらに確固たるものとするため、なお一層の品質向上に努め、これまで以上に技術力の

強化に努めるとともに、磐石な経営基盤の確立に邁進してまいります。

２．企業集団の状況

３．経営方針
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（３）その他、会社の経営上重要な事項

当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について

当社は平成23年6月29日開催の第92回定時株主総会において「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策」

（買収防衛策）継続が、出席株主の過半数の承認を得て可決されました。本対応策の有効期限は、本定時株主総会

の日から3年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時までとしております。
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４．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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,398,304 5,186,651

受取手形及び売掛金 6,646,333 5,998,410

製品及び外注品 2,766,096 2,844,889

仕掛品 1,241,117 1,370,272

原材料及び貯蔵品 2,014,156 1,831,785

繰延税金資産 229,329 220,380

その他 61,364 76,623

貸倒引当金 △31,203 △31,524

流動資産合計 17,325,498 17,497,489

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,453,901 9,521,107

減価償却累計額 △7,310,286 △7,470,789

建物及び構築物（純額） 2,143,614 2,050,318

窯炉、機械装置及び運搬具 17,973,144 18,178,280

減価償却累計額 △16,475,307 △16,897,185

窯炉、機械装置及び運搬具（純額） 1,497,837 1,281,094

土地 4,848,912 4,868,232

建設仮勘定 67,122 339,199

その他 3,430,392 3,540,432

減価償却累計額 △3,227,160 △3,325,327

その他（純額） 203,232 215,104

有形固定資産合計 8,760,719 8,753,949

無形固定資産

ソフトウエア 52,083 24,519

その他 26,304 27,253

無形固定資産合計 78,388 51,772

投資その他の資産

投資有価証券 5,125,761 5,703,138

長期貸付金 9,600 5,080

繰延税金資産 113,463 113,047

その他 226,416 211,060

貸倒引当金 △80,845 △80,985

投資その他の資産合計 5,394,396 5,951,341

固定資産合計 14,233,503 14,757,063

資産合計 31,559,002 32,254,553
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,364,291 1,287,140

短期借入金 4,422,309 4,381,257

未払法人税等 301,841 97,521

賞与引当金 338,248 308,192

その他 590,610 570,900

流動負債合計 7,017,301 6,645,012

固定負債

繰延税金負債 49,331 236,105

退職給付引当金 1,072,145 1,139,673

役員退職慰労引当金 604,466 635,818

その他 70,257 63,132

固定負債合計 1,796,200 2,074,730

負債合計 8,813,502 8,719,742

純資産の部

株主資本

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 15,239,316 15,756,445

自己株式 △114,382 △162,184

株主資本合計 19,985,617 20,454,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 460,519 832,362

繰延ヘッジ損益 － △2,080

為替換算調整勘定 △76,110 △63,703

その他の包括利益累計額合計 384,409 766,579

少数株主持分 2,375,472 2,313,286

純資産合計 22,745,500 23,534,810

負債純資産合計 31,559,002 32,254,553
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 19,467,373 17,876,577

売上原価 14,785,416 14,084,821

売上総利益 4,681,957 3,791,756

販売費及び一般管理費 3,265,019 3,337,651

営業利益 1,416,937 454,105

営業外収益

受取利息 4,426 3,931

受取配当金 118,922 99,728

為替差益 － 311,769

不動産賃貸料 72,707 78,130

その他 60,962 77,048

営業外収益合計 257,019 570,608

営業外費用

支払利息 38,856 29,224

為替差損 25,198 －

その他 7,125 4,183

営業外費用合計 71,180 33,407

経常利益 1,602,776 991,305

特別利益

投資有価証券売却益 7,450 －

固定資産売却益 1,427 1,940

負ののれん発生益 － 4,638

その他 1,245 －

特別利益合計 10,123 6,578

特別損失

固定資産廃棄損 17,879 28,177

固定資産売却損 65 27

投資有価証券評価損 11 24,536

デリバティブ解約損 － 9,904

その他 900 －

特別損失合計 18,856 62,646

税金等調整前当期純利益 1,594,043 935,238

法人税、住民税及び事業税 620,156 369,775

法人税等調整額 65,599 △8,700

法人税等合計 685,756 361,075

少数株主損益調整前当期純利益 908,287 574,162

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,333 △32,545

当期純利益 906,954 606,708
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（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 908,287 574,162

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △136,328 377,836

繰延ヘッジ損益 － △2,080

為替換算調整勘定 34,328 11,687

その他の包括利益合計 △102,000 387,443

包括利益 806,287 961,606

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 789,667 988,878

少数株主に係る包括利益 16,619 △27,271
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,398,000 2,398,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,398,000 2,398,000

資本剰余金

当期首残高 2,462,683 2,462,683

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,462,683 2,462,683

利益剰余金

当期首残高 14,422,260 15,239,316

当期変動額

剰余金の配当 △89,897 △89,578

当期純利益 906,954 606,708

当期変動額合計 817,056 517,129

当期末残高 15,239,316 15,756,445

自己株式

当期首残高 △112,318 △114,382

当期変動額

自己株式の取得 △2,063 △47,802

当期変動額合計 △2,063 △47,802

当期末残高 △114,382 △162,184

株主資本合計

当期首残高 19,170,624 19,985,617

当期変動額

剰余金の配当 △89,897 △89,578

当期純利益 906,954 606,708

自己株式の取得 △2,063 △47,802

当期変動額合計 814,992 469,327

当期末残高 19,985,617 20,454,944
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 598,663 460,519

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △138,144 371,843

当期変動額合計 △138,144 371,843

当期末残高 460,519 832,362

繰延ヘッジ損益

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △2,080

当期変動額合計 － △2,080

当期末残高 － △2,080

為替換算調整勘定

当期首残高 △96,968 △76,110

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,858 12,406

当期変動額合計 20,858 12,406

当期末残高 △76,110 △63,703

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 501,695 384,409

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117,286 382,169

当期変動額合計 △117,286 382,169

当期末残高 384,409 766,579

少数株主持分

当期首残高 2,362,081 2,375,472

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,391 △62,186

当期変動額合計 13,391 △62,186

当期末残高 2,375,472 2,313,286

純資産合計

当期首残高 22,034,401 22,745,500

当期変動額

剰余金の配当 △89,897 △89,578

当期純利益 906,954 606,708

自己株式の取得 △2,063 △47,802

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △103,894 319,983

当期変動額合計 711,098 789,310

当期末残高 22,745,500 23,534,810
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 1,594,043 935,238

減価償却費 917,612 731,260

有形固定資産廃棄損 17,879 28,177

有形固定資産売却損益（△は益） △1,361 △1,913

投資有価証券売却損益（△は益） △7,450 －

投資有価証券評価損益（△は益） 11 24,536

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68,822 △1,946

賞与引当金の増減額（△は減少） 317 △30,791

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,949 62,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32,157 31,351

受取利息及び受取配当金 △123,349 △103,659

支払利息 38,856 29,224

為替差損益（△は益） △4,744 △9,259

売上債権の増減額（△は増加） 190,449 755,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,498 111,102

仕入債務の増減額（△は減少） △18,359 △342,661

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,640 △77,588

その他 212,642 △73,508

小計 2,801,975 2,067,163

利息及び配当金の受取額 123,347 103,658

利息の支払額 △38,847 △29,231

法人税等の支払額 △894,456 △578,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,992,018 1,563,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 15,871 12,000

定期預金の預入による支出 △121,415 △166,507

投資有価証券の売却による収入 17,395 －

投資有価証券の取得による支出 △17,175 △17,101

有形固定資産の売却による収入 1,459 2,258

有形固定資産の取得による支出 △507,551 △670,348

子会社株式の取得による支出 － △27,000

貸付金の回収による収入 1,120 4,520

その他 △51,785 12,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △662,082 △849,569

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） △729,818 △51,216

自己株式の取得による支出 △2,063 △47,802

配当金の支払額 △89,490 △89,150

少数株主への配当金の支払額 △2,857 △3,318

財務活動によるキャッシュ・フロー △824,229 △191,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,222 95,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 504,484 617,325

現金及び現金同等物の期首残高 3,437,242 3,941,727

現金及び現金同等物の期末残高 3,941,727 4,559,052
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該当事項はありません。

（減価償却方法の変更）

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24年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、主に耐火物を生産・販売しております。各々の現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取

り扱う製品については各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米」、「ヨーロッパ」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

（減価償却方法の変更）

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24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による当連結会計年度のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

（単位：千円）

（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、環境関連製品、窯業機械器

具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

２．セグメント資産及びセグメント負債の合計は、連結財務諸表の資産合計及び負債合計と合致しておりま

す。

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：千円）

（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、環境関連製品、窯業機械器

具、建築、修繕、運輸等を含んでおります。

２．セグメント資産及びセグメント負債の合計は、連結財務諸表の資産合計及び負債合計と合致しておりま

す。

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 15,276,623 1,495,028 1,682,865 519,041 18,973,559 493,813 19,467,373

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,566,683 9,802 94,403 24,983 1,695,873 945,909 2,641,782

計 16,843,307 1,504,831 1,777,269 544,024 20,669,432 1,439,723 22,109,155

セグメント利益又は損
失（△）

1,345,735 △38,208 79,170 114,383 1,501,081 140,576 1,641,658

セグメント資産 27,163,156 990,487 1,065,044 889,829 30,108,518 1,450,484 31,559,002

セグメント負債 7,774,075 77,960 478,161 75,564 8,405,762 407,739 8,813,502

その他の項目

減価償却費 843,844 4,869 21,473 10,652 880,840 36,771 917,612

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

439,621 2,527 25,247 11,615 479,013 34,069 513,082

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 北米 ヨーロッパ アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 13,352,109 1,808,282 1,607,194 515,677 17,283,264 593,313 17,876,577

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,647,591 1,121 133,883 11,529 1,794,126 858,084 2,652,210

計 14,999,701 1,809,404 1,741,077 527,207 19,077,390 1,451,398 20,528,788

セグメント利益又は損
失（△）

443,444 △45,520 61,167 115,926 575,017 88,647 663,664

セグメント資産 27,392,952 1,102,314 1,137,080 1,108,097 30,740,444 1,514,108 32,254,553

セグメント負債 7,624,327 99,358 491,271 96,703 8,311,661 408,081 8,719,742

その他の項目

減価償却費 647,125 4,498 20,392 12,972 684,987 46,272 731,260

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

614,629 165 12,636 6,064 633,495 52,292 685,787
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 20,669,432 19,077,390

「その他」の区分の売上高 1,439,723 1,451,398

セグメント間取引消去 △2,641,782 △2,652,210

連結財務諸表の売上高 19,467,373 17,876,577

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,501,081 575,017

「その他」の区分の利益 140,576 88,647

セグメント間取引消去 117,619 137,030

全社費用（注） △342,340 △346,589

連結財務諸表の営業利益 1,416,937 454,105

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会

計年度

当連結会

計年度

前連結会

計年度

当連結会

計年度

前連結会

計年度

前連結会

計年度

前連結会

計年度

当連結会

計年度

減価償却費 880,840 684,987 36,771 46,272 － － 917,612 731,260

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
479,013 633,495 34,069 52,292 － － 513,082 685,787
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（注）１．１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。

２．１株当たり純資産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。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

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。

１株当たり純資産額 円 銭453 26

１株当たり当期純利益 円 銭20 18

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。

１株当たり純資産額 円 銭475 45

１株当たり当期純利益 円 銭13 56

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当期純利益（千円） 906,954 606,708

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） 906,954 606,708

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,946 44,756

前連結会計年度末
（平成24年3月31日）

当連結会計年度末
（平成25年3月31日）

純資産の部の合計額（千円） 22,745,500 23,534,810

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
2,375,472 2,313,286

（うち少数株主持分） (2,375,472) (2,313,286)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 20,370,027 21,221,524

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）
44,940 44,634

（重要な後発事象）
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