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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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 ％

21年6月期第2四半期 4,721 6.8 71 ― 62 ― 32 ―
20年6月期第2四半期 4,422 △2.6 △4 ― 3 △94.5 △7 ―

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

21年6月期第2四半期 7.95 ―
20年6月期第2四半期 △1.86 ―

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

21年6月期第2四半期 10,108 3,136 31.0 768.70
20年6月期 10,183 3,147 30.9 757.32

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  3,136百万円 20年6月期  3,147百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― 7.50 7.50
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 7.50 7.50

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 8,459 0.1 87 ― 62 ― 28 ― 6.86

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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については、２ページ【定性的情報・財
務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．平成20年８月19日に公表の業績予想を修正し、本日平成21年２月６日に「平成21年６月期第２四半期累計期間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に
関するお知らせ」を別途開示しております。  

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） 21年6月期第2四半期  4,158,417株 20年6月期  4,158,417株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  78,179株 20年6月期  2,957株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  4,142,288株 20年6月期第2四半期  4,155,646株



当第２四半期連結会計期間の経済環境は、サブプライム・ローン問題が拡大し、世界的な金融危機に発展、さ

らに、金融危機による信用収縮が、実体経済の急激かつ大幅な悪化を惹起し、世界経済は深刻な悪化に直面して

います。 

日本経済も、自動車、半導体等輸出依存型産業を中心に大幅な売上減少に直面し、株価の急落と共に企業業績

は大幅悪化となりました。 

そのため、雇用、設備投資環境は深刻な局面を迎え、実効性ある経済対策が必要とされています。  

当社といたしましては、こうした厳しい経営環境に対処するため、効率生産を推進することで、製造原価の一

層の削減に努めてまいりました。また、経営基盤の強化と効率化推進のため導入した二次元バーコードによる在

庫・出荷管理システムの活用により、受注・出荷サービスの一層の向上と営業基盤の充実に努力してまいりまし

た。 

このような状況下、当社はより一層の販売促進に努め、生産の歩留まり率の改善および出荷業務の効率化等に

より、売上高は2,440百万円、売上総利益353百万円、営業利益55百万円、経常利益49百万円、四半期純利益29百

万円となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比較して74百万円減少しました。これは主に、

売上債権259百万円の増加および現金預金46百万円の増加とたな卸資産245百万円の減少および固定資産が146万円減

少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比較して63百万円減少しました。これは主に短期借入金334百万円増加と長期借

入金100百万円の減少と支払手形および買掛金が197百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、配当金の支払等により前連結会計年度末に比較して10百万円減少となりました。 

 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第１四半

期連結会計期間末に比較して、営業活動により50百万円増加し、投資活動により16百万円減少し、財務活動により

146百万円減少となり、あわせて112百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には490百万円となりました。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成20年８月19日に公表いたしました第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想を本日（平成21年２月６日）別途開示の「平成21年６月第２四半期累計期間（連結・個

別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正いたしております。 

 通期の見通しにつきまして、売上高は、自動車・半導体等の輸出関連産業を中心とした急激な景気後退や雇用情勢

の悪化による住宅着工戸数の減少が見込まれることから前回予想売上高より6.9％減収の8,459百万円を見込んでおり

ます。 

 利益面につきましては、燃料価格の高騰が落ち着く傾向にあり、収益改善が見込まれるものの、下期は住宅着工戸

数の一段の減少が見込まれ、連結子会社の屋根工事部門の減益が予想されるため、営業利益87百万円、経常利益62百

万円、当期純利益28百万円を見込んでおります。 

  

 該当事項はありません。  

  

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

  

定性的情報・財務諸表等 

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 

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 



  

（３）四半期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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「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日が適用されたことに伴い、主として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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

14,746千円減少しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 660,260 613,650

受取手形及び売掛金 2,365,209 2,105,484

商品 274,745 356,003

製品 1,387,672 1,539,566

原材料 16,248 19,289

仕掛品 14,183 21,368

その他 80,549 78,637

貸倒引当金 △2,996 △10,005

流動資産合計 4,795,872 4,723,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,796,530 1,842,016

機械装置及び運搬具（純額） 563,843 638,064

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 75,729 78,568

有形固定資産合計 5,112,522 5,235,068

無形固定資産   

無形固定資産合計 5,103 5,518

投資その他の資産   

投資有価証券 18,116 22,802

その他 197,332 212,145

貸倒引当金 △19,992 △16,066

投資その他の資産合計 195,455 218,881

固定資産合計 5,313,081 5,459,468

資産合計 10,108,953 10,183,463



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,071,552 1,268,828

短期借入金 4,674,140 4,340,090

未払法人税等 4,207 8,361

賞与引当金 11,242 17,064

その他 489,375 583,549

流動負債合計 6,250,517 6,217,893

固定負債   

長期借入金 546,670 647,490

退職給付引当金 89,789 82,655

役員退職慰労引当金 84,800 87,276

その他 691 1,141

固定負債合計 721,951 818,563

負債合計 6,972,468 7,036,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 412,903 412,903

資本剰余金 348,187 348,187

利益剰余金 2,388,630 2,386,850

自己株式 △10,609 △1,130

株主資本合計 3,139,113 3,146,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,628 194

評価・換算差額等合計 △2,628 194

純資産合計 3,136,484 3,147,005

負債純資産合計 10,108,953 10,183,463



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,721,500

売上原価 4,072,794

売上総利益 648,705

販売費及び一般管理費 576,953

営業利益 71,752

営業外収益  

受取利息 363

受取配当金 264

受取運送料 8,019

不動産賃貸料 6,537

受取補償金 1,779

その他 5,005

営業外収益合計 21,970

営業外費用  

支払利息 31,686

営業外費用合計 31,686

経常利益 62,036

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,040

特別利益合計 3,040

特別損失  

固定資産除却損 156

ゴルフ会員権評価損 750

特別損失合計 906

税金等調整前四半期純利益 64,170

法人税、住民税及び事業税 700

法人税等調整額 30,524

法人税等合計 31,224

四半期純利益 32,946



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,440,596

売上原価 2,086,753

売上総利益 353,843

販売費及び一般管理費 298,097

営業利益 55,746

営業外収益  

受取利息 181

受取運送料 5,117

不動産賃貸料 3,176

その他 1,991

営業外収益合計 10,467

営業外費用  

支払利息 16,315

営業外費用合計 16,315

経常利益 49,898

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,500

特別利益合計 4,500

特別損失  

固定資産除却損 156

ゴルフ会員権評価損 500

特別損失合計 656

税金等調整前四半期純利益 53,742

法人税、住民税及び事業税 400

法人税等調整額 23,663

法人税等合計 24,063

四半期純利益 29,679



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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 64,170

減価償却費 154,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,082

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,475

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,822

受取利息及び受取配当金 △627

受取補償金 △1,779

支払利息 31,686

有形固定資産除却損 156

売上債権の増減額（△は増加） △271,428

たな卸資産の増減額（△は増加） 245,217

仕入債務の増減額（△は減少） △197,276

未払又は未収消費税等の増減額 △2,314

その他 △96,334

小計 △78,119

利息及び配当金の受取額 409

利息の支払額 △31,539

補償金の受取額 1,779

法人税等の支払額 △5,463

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,932

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 △40,000

定期預金の払戻による収入 40,000

有形固定資産の取得による支出 △30,626

差入保証金の回収による収入 240

その他 △2,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,242

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 9,280,000

短期借入金の返済による支出 △8,905,000

長期借入金の返済による支出 △141,770

自己株式の取得による支出 △9,478

配当金の支払額 △30,965

財務活動によるキャッシュ・フロー 192,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,609

現金及び現金同等物の期首残高 443,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 490,260



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  （追加情報）  

有形固定資産の耐用年数の変更  

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～12年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より９年

に変更しております。  

 この変更は、平成20年度法人税法改正を契機として利用状況等を見直した結果、耐用年数を変更したものであり

ます。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ9,101千円減少しております。 

  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

  （１）（要約）中間連結損益計算書 

  

  

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   4,422,770 100.0

Ⅱ 売上原価   3,777,363 85.4

  売上総利益   645,406 14.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   649,674 14.7

  営業損失(△)   △4,267 △0.1

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 321     

２．受取配当金 264     

３．受取運送料 12,362     

４．不動産賃貸料 6,891     

５．受取補償金 4,170     

６．その他 7,285 31,294 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 23,763 23,763 0.5

  経常利益   3,263 0.1

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 4,244 4,244 0.1

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 14,472     

２．ゴルフ会員権評価損 500 14,972 0.4

税金等調整前中間純損失
(△) 

  △7,463 △0.2

法人税、住民税及び事業税 4,986     

法人税等調整額 △4,729 256 △0.0

中間純損失(△)   △7,720 △0.2

        



    （２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前中間連結累計期間 

（自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失 △7,463 

減価償却費 154,646 

賞与引当金の増減額(減少:△) △2,353 

退職給付引当金の増減額(減少:△) 6,461 

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) 3,437 

貸倒引当金の増減額(減少:△) △6,032 

受取利息及び受取配当金 △585 

受取補償金 △4,170 

支払利息 23,763 

固定資産除却損 14,472 

ゴルフ会員権評価損 500 

売上債権の増減額(増加:△) △106,401 

たな卸資産の増減額(増加:△) △167,067 

仕入債務の増減額(減少:△) △87,281 

未収消費税等の増減額(増加:△) 18,859 

未払消費税等の増減額(減少:△) 24,094 

その他 △83,555 

小計 △218,673 

利息及び配当金の受取額 369 

補償金の受取額 5,323 

利息の支払額 △24,252 

法人税等の支払額 △2,528 

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,762 

Ⅱ 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 △40,000 

定期預金の払戻による収入 40,000 

有形固定資産の取得による支出 △55,862 

有形固定資産の除却による支出 △3,347 

無形固定資産の取得による支出 △1,255 

保険金の受取による収入 2,887 

その他投資資産の増減額(増加：△) △2,470 

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,048 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,380,000 

短期借入金の返済による支出 △8,780,000 

長期借入金の返済による支出 △186,920 

自己株式の取得による支出 △44 

配当金の支払額 △30,998 

財務活動によるキャッシュ・フロー 382,037 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 82,225 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 432,201 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 514,427 



当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「瓦製造販売事

業」割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 なお、瓦売上に付随して発生する屋根工事の施工にかかる工事売上高については、「瓦製造販売事業」に含

めております。  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

 （１）生産実績 

   当第２四半期連結累計期間の生産実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （千円）  

 （注）１．金額は、平均売価によっております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 （２）仕入実績 

   当第２四半期連結累計期間の仕入実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。 

（千円）  

 （注）１．Ｆ形桟瓦は、商品仕入から、自社製造に切替えたため、減少しております。 

     ２．金額は、仕入価格によっております。 

    ３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 

取扱品目 

前年同四半期
連結累計期間 

(自平成19年７月１日 
至平成19年12月31日)

当四半期
連結累計期間 

(自平成20年７月１日 
至平成20年12月31日)

前連結会計年度 
  

(自平成19年７月１日 
至平成20年６月30日) 

製品瓦       

   Ｊ形桟瓦  194,937  148,968  359,538

      Ｊ形役瓦  21,738  18,029  51,195

   Ｓ形桟瓦  165,557  184,236  361,138

   Ｓ形役瓦  11,207  16,614  42,757

   Ｆ形桟瓦  1,568,961  1,700,138  3,220,213

   Ｆ形役瓦  555,816  703,739  1,121,861

合計  2,518,219  2,771,728  5,156,705

取扱品目 

前年同四半期
連結累計期間 

(自平成19年７月１日 
至平成19年12月31日)

当四半期
連結累計期間  

(自平成20年７月１日 
至平成20年12月31日)

前連結会計年度 
  

(自平成19年７月１日 
至平成20年６月30日) 

商品瓦       

   Ｊ形桟瓦  43,088  69,103  101,967

   Ｊ形役瓦  234,362  200,811  434,582

   Ｓ形桟瓦  2,822  3,574  5,007

   Ｓ形役瓦  52,712  39,048  89,909

   Ｆ形桟瓦  154,663  30,374  181,410

   Ｆ形役瓦  354,320  278,180  580,407

   その他の役瓦  8,663  7,171  15,140

計  850,633  628,264  1,408,425

その他（副資材他）  243,286  248,689  466,935

合計  1,093,920  876,953  1,875,360



 （３）受注実績 

 当社グループは、受注見込みによる生産方式をとっておりますので、該当事項はありません。 

 （４）販売実績 

   当第２四半期連結累計期間の販売実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。 

（千円） 

 （注）１．製品Ｆ形桟瓦は、商品売上から、製品売上に切替えたため、増加しております。 

    ２．商品Ｆ形桟瓦は、商品売上から、製品売上に切替えたため、減少しております。 

     ３．「その他(副資材他)」には、連結子会社(新東ルーフ株式会社)の工事売上高が含まれております。 

     ４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

取扱品目 

前年同四半期
連結累計期間 

(自平成19年７月１日 
至平成19年12月31日)

当四半期
連結累計期間  

(自平成20年７月１日 
至平成20年12月31日)

前連結会計年度 
  

(自平成19年７月１日 
至平成20年６月30日) 

製品瓦       

   Ｊ形桟瓦  188,190  148,300  328,766

   Ｊ形役瓦  20,095  20,557  48,879

   Ｓ形桟瓦  164,167  155,155  310,111

   Ｓ形役瓦  12,973  27,056  29,706

   Ｆ形桟瓦  1,487,574  1,909,113  3,010,224

   Ｆ形役瓦  497,024  564,478  965,438

計  2,370,027  2,824,662  4,693,126

商品瓦       

   Ｊ形桟瓦  47,846  76,039  116,256

   Ｊ形役瓦  304,067  239,786  563,155

   Ｓ形桟瓦  4,119  4,966  8,101

   Ｓ形役瓦  72,302  55,875  126,552

   Ｆ形桟瓦  206,028  39,824  275,410

   Ｆ形役瓦  411,880  443,719  766,456

   その他の役瓦  10,203  8,245  18,023

計  1,056,448  868,458  1,873,955

その他（副資材他）  996,294  1,028,379  1,883,694

合計  4,422,770  4,721,500  8,450,776
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