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平成23年3月11日の東日本大震災以降、国内の建設・住宅市場においては流
通網の混乱や、一部資材メーカーの被災による着工の遅れ、また突発的な補修需
要の発生にともなう一時的な需給バランスの崩れが発生しました。当業界におきま
しても、補修用の製品の需要が急激に高まり、一時的な供給不足に陥りました。ま
た、現在におきましても被災地を中心として職方の不足が慢性的に続いており、東
北地域を中心とした被災地の復興活動は、今後も長期的に続いていくものと思わ
れます。
このような環境下、当社におきましても一時的に補修用の製品に注文が殺到し、
製品が不足する局面もありましたが、工場稼働率の向上に加え、これまで継続的
に取り組んでまいりましたアーム型ロボットの導入を中心とした多品種小ロット生産
の生産性向上によって、柔軟かつ迅速な対応を取ることができました。
今回の多品種小ロット生産の対応は、震災などによる一時的な需要を見込んで
いたものではなく、長期的な経営基盤強化を前提とした社内経営資源の効率的
利用を目的に進めている戦略の一環であり、今後も当社では、本業である粘土瓦
製造業における生産性の向上や製品開発など、長期的な視野に立った投資活動
を積極的に行い、経営基盤をより強固なものにしてまいりたいと考えております。
また、今回の大震災に限らず、地震・台風と
いった自然災害の多いこの日本において、住
宅を守る日本のすべての屋根に防災瓦を広
めることが、当社の社会的な使命と考え、当
社の「防災瓦」のより一層の普及活動に努め
るべく、営業活動に励んでまいります。

経営に関するQ＆A

〈経営理念〉

代表取締役会長 代表取締役社長

◆鶴弥の現状と今後の課題、その対策についてお聞かせ下さい。

防災瓦
スーパートライ110タイプⅠ

（スーパーロック工法）
▶
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企業は、市民としての事業活動を通じて社会との協調のもとで持続的に発展し、
同時にそうした事業活動が、企業と社会との相乗的な発展に資するとの考え方か
ら、昨今、特に企業の社会的責任に注目が集まっております。

・企業活動における社会貢献について
当社は、国民生活の基盤である「住まい」に関わる
企業として、安心・安全な製品を皆様にお届けし、そ
の結果として、この日本の「住文化」に貢献することが
最も重要な社会的責任であると考えております。
今回の大震災を機に、当社の製品の基本的な性能
であります「防災性能」をより広く一般にＰＲし、より多く
の方々へ安心と安全をお届けしてまいりたいと考えて
おります。なお、当社の事業規模に鑑み、当中間期に
おける防災瓦の売上金額の一部を東日本大震災被
災地への義援金として拠出いたしました。

・環境対策について
当社は、元来環境負荷の高い窯業を主たる事業活動としており、環境対策を進め
ることが企業としての重要な社会的責任のひとつであると考え、従来から、生産活動
における省エネ推進等の環境負荷の低減を行ってまいりました。最近では、環境負
荷低減を目的とした各種製品の投入を進め、さらに施工現場における廃材の削減
や、廃材を利用した二次製品の開発によるリサイクル活動の推進を進めております。
また、昨今の太陽光発電システムに対する意識の高まりの中、意匠性も含めた屋
根面への施工を実現するスーパートライ１１０タイプⅡ、同ＦＭ３０６を市場投入してお
ります。さらに、市場の急拡大にともなって施工に起因するクレームが多発している
現状を重く受け止め、特にその施工面での品質の向上を目指し、太陽光発電システ
ム施工店ネットワーク「そらやねっ
と」の活動を拡充しております。
今後も当社は、事業活動その
ものの環境負荷の低減を図ると
ともに、環境面に配慮した製品
開発とその普及に努めてまいる
所存であります。

◆鶴弥の社会的責任についてお聞かせ下さい。

▲防災瓦ＰＲ用のポスター

▲「そらやねっと」オフィシャルホームページ
（www.sola-ya.net）
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製品・商品紹介

当社は、瓦製造時に発生する規格外瓦を粉砕・再利用したリサイクル材「セラミ
コウォーク」及び「セラクラッシュ」を発売いたしました。
細かな穴が無数にあいている（多孔質）陶器の特性を活かした、高い吸水性と

保水性をもつ、環境にやさしいリサイクル商品です。

瓦リサイクル商品「セラミコウォーク」「セラクラッシュ」

近年、国の住宅政策として、住宅の長寿命化を図り良質な住宅ストックを形成す
る取り組みが進められています。また、住宅における耐震性の向上も重要なニーズ
の一つです。
当社では、屋根の耐久性とメンテナンス性、耐震性を向上させる製品として軽量

乾式棟防水材「フリーエアーロール」を開発いたしました。
軽量乾式棟防水材「フリーエアーロール」の主な特長は、下記の通りです。

１．耐久性…高耐久エラストマーシートと
保形性を持つアルミニウムからなる複
合素材で高い耐久性を持ちます。

２．メンテナンス性…乾式工法のため、補
修等のアフターメンテナンスにかかる作
業負担を大幅に削減できます。

３．耐震性能…湿式工法の1/30程度の
重量（0.56kg/m）で、棟部の横揺れに
対する耐震性が向上します。

４．通気性能…通気孔・通気シートにより、
瓦と野地間の湿気・熱気を効率よく排出します。

５．施工性…全ての瓦形状に対応出来ます。裏面中央部のブチルテープで垂木へ
固定するため、タッカー止めが不要です。

６．防水性能…タッカー部からの漏水の心配がなく、万が一の冠瓦固定ビスからの
漏水に対してもブチルテープが止水性を発揮します。

軽量乾式棟防水材「フリーエアーロール」

▲施工の様子（F形瓦）

▲リサイクル舗装材「セラミコウォーク」 ▲園芸用保水材「セラクラッシュ」

フリーエアーロール
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平成23年3月11日に発生しました東日本大
震災につきまして、被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。
この度、当社は東日本大震災におきまして被
災された方々の復興支援を目的として進めてま
いりました「スーパートライ義援金キャンペーン」
の結果として、平成23年4月1日～平成23年9月
30日までの売上金額の一部（金5,700千円）を、
日本赤十字社に寄付いたしました。
一日も早く被災地が復旧できますよう、心より

お祈り申し上げます。

この度当社は、本社所在地である愛知県半田市の半田商工会議所が主催す
る、地域経済の発展振興に貢献した会員事業所を表彰する「優良会員事業所」に
選ばれました。
この度の受賞は、高機能エコ瓦など資源循環や環境負荷の低減に対する先進
的な取り組みが評価されました。
今後も当社は、屋根材に関わる事業をより一層進め、これに慢心することなく、地

域経済の発展振興に貢献できる活動を進めてまいります。

トピックス

スーパートライ義援金キャンペーン

優良会員事業所に選ばれました

▲キャンペーン用ポスター

▲表彰式の様子（前列右から４番目が鶴見栄会長）
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経営成績に関する定性的情報 （自 平成23年4月1日　至 平成23年9月30日）

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降停滞していた
生産活動がサプライチェーン（供給網）の復旧に伴い持ち直しの動きを続けておりま
すが、円高の長期化や米欧景気の減速、株安が企業収益の重荷となっており、先行
きは不透明な状況となっております。
当業界におきましても、大震災以降補修用役瓦の出荷が目立っておりますが、一
時的なものであり、新設住宅着工戸数（持家）は7～8月こそ前年同月比プラスに転じ
たものの、依然として低位での推移となっており、燃料価格についても高値圏での推
移が続くなど、厳しい状況が続いております。
このような経営環境のもと、7月には長期優良住宅に適した、屋根全体の耐久性や
メンテナンス性を高める商品として軽量乾式棟防水材「フリーエアーロール」を発売い
たしました。
売上高につきましては、販売体制の拡充とともに、燃料価格高騰に対応すべく製品
価格の値上げを実施したことや、一時的な補修用役瓦の需要増もあり、前年同四半
期を832百万円上回りました。損益面につきましては、補修用役瓦を生産している工
場の稼働率を増加させたこと等による燃料費や人件費の増加、燃料価格自体の前
年同四半期対比での高騰はあったものの、製品ロス率の低減やこれまで継続的に取
り組んできた役瓦工場へのロボット導入による生産効率の向上が功を奏し、原価率
が前年同四半期に比べ2.9ポイント改善いたしました。
この結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,166百万円（前年同四半期比
15.6％増）、営業利益722百万円（前年同四半期比67.6％増）、経常利益666百万円
（前年同四半期比82.8％増）、四半期純利益369百万円（前年同四半期比111.5％
増）となりました。
なお、東日本大震災被災地復興支援を目的として4月1日より開始いたしました「スー
パートライ義援金キャンペーン」が9月30日をもって期限となり、平成23年10月17日に日
本赤十字社に5,700千円を寄付させていただきました。

新設住宅着工戸数推移

持家以外持家 合計
※資料：建設物価調査会　住宅着工統計より
※各統計期間は４月～９月　※千戸未満切捨て
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財務データ
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四半期貸借対照表
（単位：千円）

期　別　

　科　目
前事業年度

（平成23年3月31日）
当第２四半期会計期間
（平成23年９月30日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 1,044,569 1,189,098

　　受取手形及び売掛金 2,663,948 3,022,646

　　商品及び製品 1,492,757 1,207,333

　　仕掛品 49,570 55,082

　　原材料及び貯蔵品 145,113 147,117

　　その他 181,112 176,055

　　貸倒引当金 △ 43,151 △ 47,514

　　流動資産合計 5,533,921 5,749,820

　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物（純額） 1,781,582 1,738,570

　　　機械及び装置（純額） 1,172,142 985,167

　　　土地 9,153,286 9,153,286

　　　建設仮勘定 17,108 27,942

　　　その他（純額） 378,906 355,357

　　　有形固定資産合計 12,503,026 12,260,324

　　無形固定資産 17,094 15,226

　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 229,395 222,266

　　　その他 600,952 566,272

　　　貸倒引当金 △ 314,978 △ 280,297

　　　投資その他の資産合計 515,370 508,241

　　固定資産合計 13,035,491 12,783,793

　資産合計 18,569,412 18,533,613
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（単位：千円）

期　別　

　科　目
前事業年度

（平成23年3月31日）
当第２四半期会計期間
（平成23年９月30日）

負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 1,562,611 1,549,203

　　短期借入金 1,950,000 1,950,000

　　1年内返済予定の長期借入金 800,000 775,000

　　未払法人税等 283,400 281,040

　　賞与引当金 279,760 276,143

　　その他 495,569 539,137

　　流動負債合計 5,371,340 5,370,525

　固定負債
　　長期借入金 3,190,000 2,815,000

　　退職給付引当金 64,896 69,263

　　役員退職慰労引当金 650,572 661,071

　　その他 31,750 31,750

　　固定負債合計 3,937,218 3,577,084

　負債合計 9,308,559 8,947,609

純資産の部
　株主資本
　　資本金 2,144,134 2,144,134

　　資本剰余金 2,967,191 2,967,191

　　利益剰余金 4,131,493 4,461,709

　　自己株式 △ 5,766 △ 5,766

　　株主資本合計 9,237,053 9,567,269

　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金 23,800 18,734

　　評価・換算差額等合計 23,800 18,734

　純資産合計 9,260,853 9,586,004

負債純資産合計 18,569,412 18,533,613
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四半期損益計算書
（単位：千円）

期　別　

　科　目

前第２四半期累計期間
⎧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 5,333,735 6,166,322

売上原価 4,008,674 4,456,023

売上総利益 1,325,061 1,710,298

販売費及び一般管理費 894,073 987,940

営業利益 430,987 722,357

営業外収益
　受取利息 1,279 1,261

　受取配当金 3,730 8,580

　その他 14,073 13,144

　営業外収益合計 19,083 22,986

営業外費用
　支払利息 43,876 36,097

　手形売却損 1,319 1,621

　工場休止に伴う諸費用 39,192 40,852

　貸倒引当金繰入額 1,000 ―

　その他 0 ―

　営業外費用合計 85,389 78,571

経常利益 364,681 666,773

特別利益
　固定資産売却益 192 181

　特別利益合計 192 181

特別損失
　固定資産除売却損 6,390 19,259

　投資有価証券評価損 28,590 ―

　特別損失合計 34,980 19,259

税引前四半期純利益 329,893 647,694

法人税、住民税及び事業税 175,474 268,173

法人税等調整額 △ 20,041 10,517

法人税等合計 155,433 278,691

四半期純利益 174,460 369,003
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株式の状況 （平成23年9月30日現在）

○株式数及び株主数
発行可能株式総数… …………… 25,000,000株
発行済株式の総数… ……………… 7,767,800株
当中間期末の株主数… ………………… 2,915名
自己株式の保有数… ………………… 10,371株

○大株主（上位10名）
株主名 持株数（千株）持株比率（％）

鶴　見… 哲 1,551 19.99

有限会社トライ 560 7.22

株式会社三菱東京UFJ銀行 310 4.00

株式会社みずほ銀行 310 3.99

株式会社商工組合中央金庫 308 3.97

鶴弥従業員持株会 141 1.81

鶴　見… 栄 140 1.80

鶴　見… 日出雄 132 1.70

岡崎信用金庫 132 1.70

細　井… 芳　美 132 1.70

注　持株比率は、自己株式（10,371株）を控除して計算して
おります。

○ 所有者別分布状況

証券会社 0.85％ 外国人 0.21％

金融機関
18.52％

個人・その他
70.40％

その他国内法人
10.02％

会社の概要 （平成23年9月30日現在）

商 号

本 社

設 立
事 業 内 容

資 本 金
発行済株式総数
従 業 員 数

株式会社　鶴弥
ＴＳＵＲＵＹＡ…ＣＯ．，ＬＴＤ．

愛知県半田市州の崎町2番地12
ＴＥＬ…（0569）29-7311（代表）

昭和43年2月
陶器瓦の製造及び販売
屋根工事の請負及び施工
屋根資材の販売
上記に付帯関連する一切の事業

2,144,134,000円
7,767,800株
476名

役　員 （平成23年9月30日現在）

代表取締役会長 鶴　見… 栄
代表取締役社長 鶴　見… 哲
取　　締　　役 白　井… 義　春
取　　締　　役 神　谷… 秀　夫
取　　締　　役 榎　本… 守
取　　締　　役 小久江… 善　一
取　　締　　役 山　内… 浩　一
常… 勤… 監… 査… 役 稲　田　康　孝
監　　査　　役 鶴　見… 秀　夫
監　　査　　役 髙　垣　俊　壽
監　　査　　役 髙… 須　…　 光
注　監査役稲田康孝氏、鶴見秀夫氏及び
　　髙垣俊壽氏は社外監査役であります。
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株主メモ
事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

公 告 掲 載 方 法

株 主 名 簿 管 理 人

同 事 務 取 扱 場 所

郵 便 物 送 付 先

（電 話 照 会 先 ）

単 元 株 式 数

毎年４月1日から翌年３月31日まで
毎年６月下旬
定時株主総会・期末配当　３月31日
中間配当　　　　　　　　９月30日
当社のホームページに掲載します。（http://www.try110.com）
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社
〒460-8685　名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社　名古屋支店証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
TEL（0120）78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の本店及び全国各支店なら
びに日本証券代行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。
100株

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がな
いため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である
中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

「配当金計算書」について
　配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定
に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類
としてご使用いただくことができます。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

事　業　所
本社及び本社工場
西 尾 工 場
衣 浦 工 場
阿 久 比 工 場
丸 福 支 店
仙 台 営 業 所

〒475-8528　愛知県半田市州の崎町2番地12
〒444-0325　愛知県西尾市楠村町南浜屋敷16番地1
〒475-0032　愛知県半田市潮干町1番地１
〒470-2215　愛知県知多郡阿久比町大字矢高字西の台1番地1
〒939-1554　富山県南砺市安居298番地
〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字二本木138


