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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 6,338 0.8 45 ― 26 ― 11 ―
20年6月期第3四半期 6,286 △3.3 △46 ― △43 ― △47 ―

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3四半期 2.83 ―
20年6月期第3四半期 △11.35 ―

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3四半期 9,687 3,109 32.1 769.16
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3四半期  3,109百万円 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 8,200 △3.0 69 ― 44 ― 18 ― 4.45



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３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３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、３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21年２月６日に公表の業績予想を修正し、本日平成21年５月８日に「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3四半期 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3四半期  115,179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3四半期 4,117,271株 20年6月期第3四半期 4,155,585株



当第３四半期連結会計期間の世界経済は、実体経済の急激かつ大幅な悪化が進行し、米国を中心に世界的規模

で景気は深刻な局面で推移しました。 

日本経済は、輸出関連産業を中心に大幅な売上減、減産に追い込まれ、経済の先行き不安により雇用環境は急

激に悪化し、景気回復の目処が不透明な未曾有の経済危機に見舞われました。一方、米国はじめ各国は大規模な

景気回復策を実行に移し、危機打開に向けた協調体制を強化しつつあります。 

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、当業界では先進的なＱＲコードによる在庫・出荷管理システムを活用

し、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、当四半期につきましては、時節要因による不需要期も重なり、売上高は1,617百万円、売

上総利益251百万円、営業損失26百万円、経常損失35百万円、四半期純損失21百万円となりました。  

  

  

 当第３四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495百万円減少しました。これは主

に、現金預金36百万円の増加と売上債権270百万円の減少、たな卸資産95百万円の減少および固定資産が195万円減少

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458百万円減少しました。これは主に短期借入金151百万円増加に対し長

期借入金161百万円の減少、支払手形および買掛金が399百万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37百万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３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半

期連結会計期間末に比較して、営業活動により259百万円増加し、投資活動により31百万円減少し、財務活動によ248

百万円減少となり、あわせて20百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には469百万円となりました。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年２月６日に公表いたしました平成21年６月期通

期の業績予想を本日（平成21年５月８日）別途開示の「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。 

 売上高は、景気の急速かつ大幅な後退の影響から、住宅着工戸数の減少がさらに見込まれ、前回予想売上高より

3.1％減収の8,200百万円を見込んでおります。 

 利益面につきましては、売上高の減少による影響、連結子会社の屋根工事部門の減益見込み等から、営業利益69百

万円、経常利益44百万円、当期純利益18百万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



  

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３四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

8,948千円減少しております。 

  

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 649,996 613,650

受取手形及び売掛金 1,834,724 2,105,484

商品 279,746 356,003

製品 1,538,419 1,539,566

原材料 14,208 19,289

仕掛品 18,064 21,368

その他 94,286 78,637

貸倒引当金 △5,790 △10,005

流動資産合計 4,423,656 4,723,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,773,171 1,842,016

機械装置及び運搬具（純額） 546,318 638,064

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 80,444 78,568

有形固定資産合計 5,076,353 5,235,068

無形固定資産   

無形固定資産合計 4,895 5,518

投資その他の資産   

投資有価証券 17,368 22,802

その他 192,396 212,145

貸倒引当金 △26,703 △16,066

投資その他の資産合計 183,061 218,881

固定資産合計 5,264,309 5,459,468

資産合計 9,687,965 10,183,463



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 868,878 1,268,828

短期借入金 4,491,640 4,340,090

未払法人税等 3,202 8,361

賞与引当金 44,365 17,064

その他 504,085 583,549

流動負債合計 5,912,171 6,217,893

固定負債   

長期借入金 485,510 647,490

退職給付引当金 92,371 82,655

役員退職慰労引当金 87,309 87,276

その他 691 1,141

固定負債合計 665,883 818,563

負債合計 6,578,054 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 2,367,342 2,386,850

自己株式 △15,444 △1,130

株主資本合計 3,112,989 3,146,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,078 194

評価・換算差額等合計 △3,078 194

純資産合計 3,109,911 3,147,005

負債純資産合計 9,687,965 10,183,463



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,338,869

売上原価 5,438,987

売上総利益 899,881

販売費及び一般管理費 854,159

営業利益 45,722

営業外収益  

受取利息 527

受取配当金 314

不動産賃貸料 9,705

受取運送料 8,484

受取補償金 1,779

その他 6,124

営業外収益合計 26,936

営業外費用  

支払利息 46,423

営業外費用合計 46,423

経常利益 26,234

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 178

ゴルフ会員権評価損 750

特別損失合計 928

税金等調整前四半期純利益 28,345

法人税、住民税及び事業税 1,170

法人税等調整額 15,517

法人税等合計 16,687

四半期純利益 11,657



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,617,368

売上原価 1,366,193

売上総利益 251,175

販売費及び一般管理費 277,205

営業損失（△） △26,030

営業外収益  

受取利息 163

受取配当金 50

不動産賃貸料 3,168

受取運送料 465

その他 1,118

営業外収益合計 4,966

営業外費用  

支払利息 14,737

営業外費用合計 14,737

経常損失（△） △35,801

特別損失  

固定資産除却損 22

特別損失合計 22

税金等調整前四半期純損失（△） △35,824

法人税、住民税及び事業税 470

法人税等調整額 △15,006

法人税等合計 △14,536

四半期純損失（△） △21,288



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 28,345

減価償却費 239,055

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,422

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,301

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △841

受取補償金 △1,779

支払利息 46,423

固定資産除却損 178

売上債権の増減額（△は増加） 248,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,036

仕入債務の増減額（△は減少） △399,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,946

その他 △96,111

小計 195,738

利息及び配当金の受取額 820

利息の支払額 △46,318

補償金の受取額 1,779

法人税等の支払額 △5,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,440

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 △140,000

定期預金の払戻による収入 130,000

有形固定資産の取得による支出 △50,889

差入保証金の回収による収入 494

その他 △3,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,305

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 14,170,000

短期借入金の返済による支出 △13,977,500

長期借入金の返済による支出 △202,930

自己株式の取得による支出 △14,313

配当金の支払額 △31,044

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,346

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 469,996



 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。 

  

 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、当第３四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

14,764千円減少しております。  

（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



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  6,286,099

Ⅱ 売上原価  5,380,511

売上総利益  905,588

Ⅲ 販売費及び一般管理費  951,746

営業損失(△)  △46,158

Ⅳ 営業外収益  40,057

受取利息  499

受取配当金  324

不動産賃貸料  10,086

受取運送料  16,256

受取補償金  4,393

その他  8,497

Ⅴ 営業外費用  37,214

支払利息  37,214

経常損失(△)  △43,315

Ⅵ 特別利益  4,911

貸倒引当金戻入益  4,911

Ⅶ 特別損失  33,688

  固定資産除却損   33,088

その他  600

税金等調整前四半期純損失(△)  △72,092

法人税、住民税及び事業税  7,472

法人税等調整額  △32,399

四半期純損失(△)  △47,164



前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純損失(△)  △72,092

減価償却費  236,251

賞与引当金の増減額(減少：△)  40,213

退職給付引当金の増減額(減少：△)  9,776

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  6,600

貸倒引当金の増減額(減少：△)   △6,699

受取利息及び受取配当金   △823

受取補償金   △4,393

支払利息   37,214

固定資産除却損   33,088

ゴルフ会員権評価損   600

売上債権の増減額(増加：△)   67,600

たな卸資産の増減額(増加：△)   △423,591

仕入債務の増減額(減少：△)   △288,629

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：△)  21,656

その他   △18,807

小計  △343,176

利息及び配当金の受取額   699

利息の支払額   △41,928

補償金の受取額   5,547

法人税等の支払額   △8,127

営業活動によるキャッシュ・フロー  △386,986

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   △130,000

定期預金の払戻による収入  130,000

有形固定資産の取得による支出   △83,190

有形固定資産の除却による支出  △950

無形固定資産の取得による支出  △3,055

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：△)   △4,935

投資活動によるキャッシュ・フロー  △89,244

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入による収入   14,700,000

短期借入金の返済による支出   △13,650,000

長期借入による収入   300,000

長期借入金の返済による支出   △284,030

社債の償還による支出  △500,000

自己株の取得による支出   △44

配当金の支払額   △31,160

財務活動によるキャッシュ・フロー  534,765

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  58,534

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四半期末残高  490,735



当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７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、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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四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３四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20年３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21年３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 288,091 187,134  359,538

      Ｊ形役瓦  34,984 25,472  51,195

   Ｓ形桟瓦  281,645 230,600  361,138

   Ｓ形役瓦  28,662 19,911  42,757

   Ｆ形桟瓦  2,397,055 2,504,834  3,220,213

   Ｆ形役瓦  815,757 999,639  1,121,861

合計  3,846,196 3,967,592  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20年３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21年３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  67,968 101,063  101,967

   Ｊ形役瓦  309,971 272,578  434,582

   Ｓ形桟瓦  2,822 4,822  5,007

   Ｓ形役瓦  73,864 59,009  89,909

   Ｆ形桟瓦  168,419 38,254  181,410

   Ｆ形役瓦  464,032 375,483  580,407

   その他の役瓦  10,504 9,728  15,140

計  1,097,583 860,939  1,408,425

その他（副資材他）  362,098 338,382  466,935

合計  1,459,682 1,199,322  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３四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、仕入商品から積極的に自社製品を販促しているため、増加しております。 

    ２．商品Ｆ形桟瓦は、仕入商品から積極的に自社製品を販促しているため、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20年３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21年３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  246,664 207,448  328,766

   Ｊ形役瓦  28,859 26,481  48,879

   Ｓ形桟瓦  233,839 212,902  310,111

   Ｓ形役瓦  19,333 32,754  29,706

   Ｆ形桟瓦  2,166,018 2,541,566  3,010,224

   Ｆ形役瓦  696,533 753,527  965,438

計  3,391,249 3,774,680  4,693,126

商品瓦       

   Ｊ形桟瓦  69,109 110,283  116,256

   Ｊ形役瓦  404,171 323,866  563,155

   Ｓ形桟瓦  4,864 6,356  8,101

   Ｓ形役瓦  99,527 77,462  126,552

   Ｆ形桟瓦  251,876 48,288  275,410

   Ｆ形役瓦  575,585 579,737  766,456

   その他の役瓦  12,641 11,365  18,023

計  1,417,776 1,157,359  1,873,955

その他（副資材他）  1,477,072 1,406,829  1,883,694

合計  6,286,099 6,338,869  8,450,776
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