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(百万円未満切捨て)
１．2022年３月期の連結業績（2021年４月１日～2022年３月31日）
（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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期 25,912 10.0 4,089 40.0 4,123 36.5 2,966 60.8

2021年３月期 23,554 △11.6 2,921 △27.3 3,021 △26.9 1,845 △34.0
(注) 包括利益 2022年３月期 3,155百万円( 44.0％) 2021年３月期 2,191百万円(△12.5％)
　

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 ％ ％ ％

2022年３月期 141.28 － 10.0 11.1 15.8

2021年３月期 84.59 － 6.6 8.7 12.4
　

　

（２）連結財政状態

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

2022年３月期 38,750 30,109 77.7 1,460.90

2021年３月期 35,396 29,032 82.0 1,332.86
(参考) 自己資本 2022年３月期 30,109百万円 2021年３月期 29,032百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

2022年３月期 421 △1,208 △2,111 8,537

2021年３月期 4,803 △1,202 △418 11,390
　

　　

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 ％ ％

2021年３月期 － 5.00 － 12.00 17.00 370 20.1 1.3

2022年３月期 － 16.00 － 27.00 43.00 889 30.4 3.1
2023年３月期

(予想)
－ 18.00 － 18.00 36.00 30.9

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 13,250 7.5 1,700 △20.7 1,750 △18.9 1,200 △25.5 58.22

通 期 26,500 2.3 3,400 △16.9 3,500 △15.1 2,400 △19.1 116.45

　　



※ 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

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期 25,587,421株 2021年３月期 25,587,421株

② 期末自己株式数 2022年３月期 4,977,129株 2021年３月期 3,805,354株

③ 期中平均株式数 2022年３月期 20,999,622株 2021年３月期 21,812,639株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022年３月31日）
（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 ％

2022年３月期 25,912 10.0 3,783 25.5 3,813 22.8 2,694 25.1

2021年３月期 23,554 △11.0 3,015 △25.8 3,105 △25.7 2,154 △24.3
　

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

2022年３月期 128.33 －

2021年３月期 98.75 －
　

　

（２）個別財政状態

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

2022年３月期 39,052 30,272 77.5 1,468.81

2021年３月期 35,871 29,579 82.5 1,357.96

(参考) 自己資本 2022年３月期 30,272百万円 2021年３月期 29,579百万円
　

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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、添付資料４ページの「(４)今後の見通
し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　 ①当期の経営成績

当連結会計年度における日本経済および世界経済は、新型コロナウイルスのワクチン接種が一定数進んだもの

の、感染力の強い変異株により感染が再拡大したこと、また、ロシアがウクライナに侵攻するなど依然として予断

を許さない状況が続いております。

製造業におきましては、原材料価格、輸送費の高騰、円安、サプライチェーンの混乱が顕在化しており、先行き

不透明な状況で推移しています。

このような状況のなか、当社グループは、高い収益性を維持するために、お客様のニーズをとらえた新製品の開

発及びＷＥＢ会議を利用しての国内外への積極的な営業展開、安全第一をモットーにした健康経営の推進、CO ₂ 排

出削減への取り組みを実施しつつ、一層の生産効率化等に鋭意取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は259億12百万円と前年同期に比べ23億57百万円の増収となり、営業利益は

40億89百万円と前年同期に比べ11億68百万円増加し、経常利益は41億23百万円と前年同期に比べ11億１百万円の増

加となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、29億66百万円と前年同期に比べ11億21百万円の増加となりま

した。

　 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（耐火物等）

　耐火物等事業につきましては、鉄鋼メーカー向けの需要が増加した等により、当連結会計年度の売上高は前連結

会計年度比10.9％増の211億76百万円、セグメント利益は前連結会計年度比36.0％増の49億10百万円となりまし

た。

（エンジニアリング）

　エンジニアリング事業につきましては、大口の工事案件の受注が増加した等により、当連結会計年度の売上高は

前連結会計年度比6.1％増の47億35百万円、セグメント利益は前連結会計年度比2.5％増の７億16百万円と過去最高

となりました。

（２）当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

総資産は、387億50百万円と前連結会計年度末に比べ33億53百万円の増加となりました。これは主として、現金

及び預金の減少等があるものの、原材料及び貯蔵品、製品、受取手形及び売掛金、電子記録債権の増加等によるも

のであります。

　負債は、86億40百万円と前連結会計年度末に比べ22億76百万円の増加となりました。これは主として、買掛金、

電子記録債務、未払法人税等、未払費用の増加等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82.0％から4.3ポイント低下し、77.7％となりましたが、財政

状態は概ね良好であると判断しております。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

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85億37百万円となり、前連結会計年度末より28億53百万

円減少いたしました。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、獲得した資金は４億21百万円となりました（前連結会計年度比は43億

82百万円の減少）。これは主に、棚卸資産の増加31億94百万円、売上債権の増加16億16百万円、法人税等の支払額

９億69百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益41億23百万円、仕入債務の増加14億９百万円、

減価償却費８億70百万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獲得した資金の減少は、棚卸資産の増減差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12億８百万円となりました（前連結会計年度比５百万

円の増加）。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億39百万円等によるものであります。

　前連結会計年度に比べて使用した資金の増加は、無形固定資産の取得による支出が増加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21億11百万円となりました（前連結会計年度比16億92

百万円の増加）。これは主に、自己株式の取得による支出14億99百万円等によるものであります。

　前連結会計年度に比べて使用した資金の増加は、自己株式の取得による支出が増加したことが主な要因でありま

す。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

　
2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期

自己資本比率（％） 75.5 73.4 79.1 82.0 77.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

59.8 32.9 40.2 63.2 67.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― 5,748.7 7,914.6 7,566.3 761.1

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

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）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。

（注4）2018年３月期の「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、営業キャッシュ・フローが

　 マイナスのため、記載しておりません。
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（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の再拡大、ロシアのウクライナ侵攻など

によるサプライチェーンの混乱、原材料価格高騰など引き続き不透明な状況が続くことが予想されます。

耐火物業界につきましては、業績に与える影響が大きい、粗鋼生産量、中国からの原料価格動向など、継続して

注視していく必要があります。

このような状況に対応するため、当社グループは原材料購入先の新規発掘、商品力向上、新製品開発の促進、不

定形比率の向上、生産の構造改革に伴う積極的な投資などを進めて、景気に左右されない強靭な会社体質を構築し

てまいります。

当社グループの2023年３月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高265億円、営業利益34億円、経常利

益35億円、親会社株主に帰属する当期純利益24億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。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、また海外での資金調達の必要性が

乏しいことから、会計基準は日本基準を適用しております。

なお、IFRS(国際財務報告基準)の適用につきましては、国内外の諸情勢及び同業他社の動向を考慮した上で、適

切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,390,772 8,537,563

受取手形及び売掛金 8,866,063 9,675,751

契約資産 － 175,578

電子記録債権 1,702,885 2,554,830

製品 2,963,605 3,960,175

仕掛品 369,785 280,783

原材料及び貯蔵品 2,518,718 4,772,665

その他 113,146 327,940

貸倒引当金 △3,337 △2,894

流動資産合計 27,921,641 30,282,393

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,792,690 1,975,511

機械装置及び運搬具（純額） 1,559,226 1,518,184

土地 1,403,391 1,410,155

建設仮勘定 14,974 589,370

その他（純額） 324,025 345,746

有形固定資産合計 5,094,308 5,838,968

無形固定資産 21,938 71,284

投資その他の資産

投資有価証券 2,116,078 2,279,417

繰延税金資産 165,376 191,462

その他 105,452 103,894

貸倒引当金 △28,249 △16,986

投資その他の資産合計 2,358,657 2,557,789

固定資産合計 7,474,904 8,468,042

資産合計 35,396,546 38,750,436
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,601,393 2,387,340

電子記録債務 1,536,325 2,104,994

未払金 39,547 567,256

未払費用 1,106,146 1,302,073

未払法人税等 467,830 724,299

役員賞与引当金 29,400 35,600

その他 186,527 114,496

流動負債合計 4,967,171 7,236,062

固定負債

退職給付に係る負債 1,350,087 1,381,292

その他 46,795 23,580

固定負債合計 1,396,882 1,404,872

負債合計 6,364,054 8,640,935

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 1,762,031

利益剰余金 24,621,486 26,994,021

自己株式 △823,490 △2,319,009

株主資本合計 28,202,981 29,091,563

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 673,417 757,432

繰延ヘッジ損益 7,789 468

為替換算調整勘定 161,793 285,705

退職給付に係る調整累計額 △13,490 △25,668

その他の包括利益累計額合計 829,510 1,017,937

純資産合計 29,032,492 30,109,501

負債純資産合計 35,396,546 38,750,436
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

売上高 23,554,973 25,912,475

売上原価 18,594,965 19,565,162

売上総利益 4,960,008 6,347,313

販売費及び一般管理費 2,038,715 2,257,786

営業利益 2,921,292 4,089,527

営業外収益

受取利息 8,586 8,691

受取配当金 66,240 75,261

不動産賃貸料 17,624 20,400

補助金収入 － 20,060

雇用調整助成金 27,630 －

スクラップ売却益 5,361 19,149

その他 19,661 20,494

営業外収益合計 145,103 164,057

営業外費用

支払利息 634 554

自己株式取得費用 971 40,832

為替差損 20,457 24,071

固定資産除却損 20,929 58,544

その他 2,180 6,563

営業外費用合計 45,174 130,565

経常利益 3,021,221 4,123,019

特別利益

固定資産売却益 4,084 －

特別利益合計 4,084 －

特別損失

固定資産売却損 11,089 －

減損損失 225,328 －

特別損失合計 236,417 －

税金等調整前当期純利益 2,788,889 4,123,019

法人税、住民税及び事業税 995,528 1,216,525

法人税等調整額 △51,820 △60,233

法人税等合計 943,708 1,156,291

当期純利益 1,845,180 2,966,727

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 1,845,180 2,966,727
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当期純利益 1,845,180 2,966,727

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 356,212 84,015

繰延ヘッジ損益 2,006 △7,321

為替換算調整勘定 6,854 123,911

退職給付に係る調整額 △19,011 △12,178

その他の包括利益合計 346,061 188,427

包括利益 2,191,241 3,155,155

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,191,241 3,155,155

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,654,519 1,750,465 23,039,060 △693,422 26,750,623

当期変動額

剰余金の配当 △262,754 △262,754

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,845,180 1,845,180

自己株式の取得 △130,067 △130,067

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,582,426 △130,067 1,452,358

当期末残高 2,654,519 1,750,465 24,621,486 △823,490 28,202,981

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 317,204 5,783 154,939 5,521 483,449 27,234,072

当期変動額

剰余金の配当 △262,754

親会社株主に帰属する

当期純利益
1,845,180

自己株式の取得 △130,067

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
356,212 2,006 6,854 △19,011 346,061 346,061

当期変動額合計 356,212 2,006 6,854 △19,011 346,061 1,798,419

当期末残高 673,417 7,789 161,793 △13,490 829,510 29,032,492
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　当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,654,519 1,750,465 24,621,486 △823,490 28,202,981

当期変動額

剰余金の配当 △594,192 △594,192

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,966,727 2,966,727

自己株式の取得 △1,499,934 △1,499,934

自己株式の処分 11,565 4,415 15,981

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 11,565 2,372,535 △1,495,518 888,581

当期末残高 2,654,519 1,762,031 26,994,021 △2,319,009 29,091,563

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 673,417 7,789 161,793 △13,490 829,510 29,032,492

当期変動額

剰余金の配当 △594,192

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,966,727

自己株式の取得 △1,499,934

自己株式の処分 15,981

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
84,015 △7,321 123,911 △12,178 188,427 188,427

当期変動額合計 84,015 △7,321 123,911 △12,178 188,427 1,077,009

当期末残高 757,432 468 285,705 △25,668 1,017,937 30,109,501
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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 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日

　至 2022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 2,788,889 4,123,019

減価償却費 867,267 870,720

減損損失 225,328 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △745 △14,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,675 △2,542

受取利息及び受取配当金 △74,826 △83,953

支払利息 634 554

雇用調整助成金 △27,630 －

補助金収入 － △20,060

固定資産売却損益（△は益） 7,004 －

売上債権の増減額（△は増加） 940,070 △1,616,969

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,838,088 △3,194,936

仕入債務の増減額（△は減少） △497,462 1,409,373

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 830 6,200

その他 △390,060 △168,790

小計 5,719,064 1,307,869

利息及び配当金の受取額 74,826 83,953

利息の支払額 △634 △554

法人税等の支払額 △989,441 △969,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,803,813 421,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,113,142 △1,139,288

有形固定資産の売却による収入 18,374 7,246

無形固定資産の取得による支出 － △40,797

投資有価証券の取得による支出 △107,534 △66,083

投資有価証券の売却による収入 － 30,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,202,302 △1,208,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △130,067 △1,499,934

配当金の支払額 △262,598 △588,222

その他 △26,257 △23,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △418,923 △2,111,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,024 45,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,184,612 △2,853,208

現金及び現金同等物の期首残高 8,206,159 11,390,772

現金及び現金同等物の期末残高 11,390,772 8,537,563
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（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)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2021年５月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,183,700株の取得を行っております。この結

果、当連結会計年度末において、自己株式が1,499百万円増加し、当連結会計年度末において自己株式が2,319百万

円となっております。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事の場合には工事進行

基準により、その他の工事の場合は工事完成基準によっておりましたが、原則として、履行義務を充足するにつれ

て、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告

期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ま

た、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる

場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足す

ると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益

を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の売上高は174百万円増加し、売上原価は174百万円増加しました。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。なお、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「建設仮勘定」及び「流動負債」の「そ

の他」に含めていた「未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
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(セグメント情報等)

　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、耐火物事業、エンジニアリング事業を基本にして組織が構成されており、各事業単位で国内及び海外の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は「耐火物等」及び「エンジニアリング」の２つを報告セグメントとしております。

「耐火物等」は、鉄鋼用、非鉄金属用、セメント用、ガラス用、その他窯業用及び環境装置関係炉用を主とし

た、塩基性れんが、高アルミナ質れんが、粘土質れんが、珪石れんが等の各材質による耐火れんが及び不定形耐火

物等を製造販売しております。「エンジニアリング」は、耐火物を使用する各種工業用窯炉、環境設備等の設計・

施工を行っており、必要に応じてメンテナンス工事等を請け負っております。

　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会計処理の方法と同一でありま

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。

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

前連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

耐火物等 エンジニアリング 計

売上高

外部顧客への売上高 19,089,730 4,465,243 23,554,973 ― 23,554,973

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 19,089,730 4,465,243 23,554,973 ― 23,554,973

セグメント利益 3,609,819 699,297 4,309,117 ― 4,309,117

セグメント資産 19,330,457 2,335,127 21,665,584 ― 21,665,584

その他の項目

減価償却費 841,150 13,381 854,532 ― 854,532

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

973,390 86,960 1,060,351 ― 1,060,351

当連結会計年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

耐火物等 エンジニアリング 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 21,176,994 4,735,481 25,912,475 ― 25,912,475

　外部顧客への売上高 21,176,994 4,735,481 25,912,475 ― 25,912,475

（業種別内訳）

鉄鋼 10,642,140 492,789 11,134,930 ― 11,134,930

その他 10,534,854 4,242,691 14,777,545 14,777,545

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,176,994 4,735,481 25,912,475 ― 25,912,475

セグメント利益 4,910,245 716,575 5,626,821 ― 5,626,821

セグメント資産 25,091,907 2,453,275 27,545,182 ― 27,545,182

その他の項目

減価償却費 841,395 14,969 856,364 ― 856,364

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,154,218 7,428 1,161,647 ― 1,161,647
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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)

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 23,554,973 25,912,475

「その他」の区分の売上高 ― ―

セグメント間取引消去 ― ―

連結財務諸表の売上高 23,554,973 25,912,475

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,309,117 5,626,821

「その他」の区分の利益 ― ―

セグメント間取引消去 ― ―

全社費用(注) △1,387,824 △1,537,294

連結財務諸表の営業利益 2,921,292 4,089,527

(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)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 21,665,584 27,545,182

「その他」の区分の資産 ― ―

セグメント間取引消去 ― ―

全社資産(注) 13,730,961 11,205,253

連結財務諸表の資産合計 35,396,546 38,750,436

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金（現金及び預金）、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。

(単位：千円)

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

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 854,532 856,364 ― ― 12,735 14,355 867,267 870,720

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,060,351 1,161,647 ― ― 56,774 18,437 1,117,125 1,180,085

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門等の設備投資額であります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 1,332円86銭 1,460円90銭

１株当たり当期純利益金額 84円59銭 141円28銭

(注) １．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。

２．１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。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 1,845,180 2,966,727

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属す
る当期純利益

(千円) 1,845,180 2,966,727

普通株式の期中平均株式数 (株) 21,812,639 20,999,622

(重要な後発事象)

（自己株式の取得）

当社は、2022年５月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

(1)自己株式の取得を行う理由

　 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

(2)取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類 当社普通株式

②取得する株式の総数 1,500,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合7.28％）

③株式の取得価額の総額 1,500,000,000円（上限）

④取得期間 2022年５月16日～2023年３月31日

⑤取得方法 東京証券取引所における市場買付
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,121,101 8,089,246

受取手形 855,762 368,496

電子記録債権 1,702,885 2,554,830

売掛金 7,953,992 9,264,987

契約資産 － 175,578

製品 2,841,928 4,066,878

仕掛品 331,918 261,899

原材料及び貯蔵品 2,400,210 4,417,159

前渡金 1,800 －

前払費用 19,429 13,754

その他 82,973 312,323

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 27,310,203 29,523,355

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,408,757 1,432,130

構築物（純額） 318,614 484,885

機械及び装置（純額） 1,438,787 1,398,828

車両運搬具（純額） 38,543 52,393

工具、器具及び備品（純額） 247,953 291,844

土地 1,403,391 1,410,155

リース資産（純額） 65,142 43,277

建設仮勘定 14,974 589,370

有形固定資産合計 4,936,163 5,702,886

無形固定資産

ソフトウエア 553 11,622

ソフトウエア仮勘定 － 41,740

施設利用権 5,315 4,746

無形固定資産合計 5,868 58,109

投資その他の資産

投資有価証券 2,116,078 2,279,417

出資金 73 73

関係会社出資金 1,255,398 1,255,398

長期前払費用 3,341 －

繰延税金資産 155,443 144,778

施設利用会員権 51,290 51,290

その他 38,359 38,443

貸倒引当金 △1,150 △1,150

投資その他の資産合計 3,618,834 3,768,252

固定資産合計 8,560,866 9,529,247

資産合計 35,871,070 39,052,603
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,567,821 2,635,827

電子記録債務 1,536,325 2,104,994

未払金 38,524 562,857

未払費用 1,094,713 1,283,724

未払法人税等 467,830 701,651

未払消費税等 106,967 －

契約負債 － 22,278

前受金 836 2,376

預り金 48,420 39,566

役員賞与引当金 29,400 35,600

その他 23,630 23,215

流動負債合計 4,914,470 7,412,091

固定負債

退職給付引当金 1,330,677 1,344,359

その他 46,795 23,580

固定負債合計 1,377,472 1,367,939

負債合計 6,291,943 8,780,030

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 51,155

資本剰余金合計 1,750,465 1,762,031

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 406,115 381,085

別途積立金 4,300,000 4,300,000

繰越利益剰余金 20,155,077 22,280,811

利益剰余金合計 25,316,424 27,417,129

自己株式 △823,490 △2,319,009

株主資本合計 28,897,920 29,514,671

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 673,417 757,432

繰延ヘッジ損益 7,789 468

評価・換算差額等合計 681,206 757,901

純資産合計 29,579,126 30,272,572

負債純資産合計 35,871,070 39,052,603
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

売上高 23,554,973 25,912,475

売上原価 18,653,199 20,043,627

売上総利益 4,901,774 5,868,848

販売費及び一般管理費 1,886,177 2,085,421

営業利益 3,015,597 3,783,427

営業外収益

受取利息 8,556 6,917

受取配当金 66,240 75,261

不動産賃貸料 17,624 20,400

補助金収入 － 20,060

雇用調整助成金 27,630 －

スクラップ売却益 5,361 19,149

その他 19,661 15,020

営業外収益合計 145,074 156,810

営業外費用

支払利息 584 554

自己株式取得費用 971 40,832

為替差損 30,923 23,726

固定資産除却損 20,929 58,544

その他 1,338 3,393

営業外費用合計 54,747 127,049

経常利益 3,105,924 3,813,187

特別損失

固定資産売却損 11,089 －

特別損失合計 11,089 －

税引前当期純利益 3,094,835 3,813,187

法人税、住民税及び事業税 990,855 1,147,453

法人税等調整額 △50,060 △29,163

法人税等合計 940,794 1,118,290

当期純利益 2,154,040 2,694,897
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,654,519 1,710,876 39,589 1,750,465

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

固定資産圧縮積立金の

取崩

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,654,519 1,710,876 39,589 1,750,465

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 455,231 432,649 4,300,000 18,237,256 23,425,137

当期変動額

剰余金の配当 △262,754 △262,754

当期純利益 2,154,040 2,154,040

固定資産圧縮積立金の

取崩
△26,534 26,534 －

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △26,534 － 1,917,820 1,891,286

当期末残高 455,231 406,115 4,300,000 20,155,077 25,316,424

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △693,422 27,136,700 317,204 5,783 322,987 27,459,688

当期変動額

剰余金の配当 △262,754 △262,754

当期純利益 2,154,040 2,154,040

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ －

自己株式の取得 △130,067 △130,067 △130,067

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
356,212 2,006 358,218 358,218

当期変動額合計 △130,067 1,761,219 356,212 2,006 358,218 2,119,438

当期末残高 △823,490 28,897,920 673,417 7,789 681,206 29,579,126
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　当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,654,519 1,710,876 39,589 1,750,465

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

固定資産圧縮積立金の

取崩

自己株式の取得

自己株式の処分 11,565 11,565

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 11,565 11,565

当期末残高 2,654,519 1,710,876 51,155 1,762,031

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 455,231 406,115 4,300,000 20,155,077 25,316,424

当期変動額

剰余金の配当 △594,192 △594,192

当期純利益 2,694,897 2,694,897

固定資産圧縮積立金の

取崩
△25,029 25,029 －

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △25,029 － 2,125,734 2,100,704

当期末残高 455,231 381,085 4,300,000 22,280,811 27,417,129

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △823,490 28,897,920 673,417 7,789 681,206 29,579,126

当期変動額

剰余金の配当 △594,192 △594,192

当期純利益 2,694,897 2,694,897

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ －

自己株式の取得 △1,499,934 △1,499,934 △1,499,934

自己株式の処分 4,415 15,981 15,981

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
84,015 △7,321 76,694 76,694

当期変動額合計 △1,495,518 616,751 84,015 △7,321 76,694 693,445

当期末残高 △2,319,009 29,514,671 757,432 468 757,901 30,272,572
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（４）個別財務諸表に関する注記事項

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 1,357円96銭 1,468円81銭

１株当たり当期純利益金額 98円75銭 128円33銭

(注) １．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。

２．１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。

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

当期純利益 (千円) 2,154,040 2,694,897

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) 2,154,040 2,694,897

普通株式の期中平均株式数 (株) 21,812,639 20,999,622

　


