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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年9月30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 ％

24年6月期第1四半期 2,342 13.4 99 35.0 102 31.2 67 111.8
23年6月期第1四半期 2,065 9.6 73 100.3 78 143.2 31 69.9

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 67百万円 （112.7％） 23年6月期第1四半期 31百万円 （―％）

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

24年6月期第1四半期 16.98 ―
23年6月期第1四半期 8.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 9,248 3,267 35.3
23年6月期 9,028 3,230 35.8
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  3,267百万円 23年6月期  3,230百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年6月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 4,826 7.1 161 △25.5 163 △29.4 88 △32.3 22.10
通期 8,780 2.0 195 △19.4 201 △21.2 105 △22.2 26.37



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、四半期決算短信【添付資料】２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  無
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） 24年6月期1Q 4,158,417 株 23年6月期 4,158,417 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 175,979 株 23年6月期 175,179 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 3,982,438 株 23年6月期1Q 3,983,238 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧米諸国の金融不安や財政問題などにより、減速懸念が深刻化してき

ており、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 日本経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断からの生産活動の回復が進んだものの、雇用や所得環

境は依然として低迷が続くなど、景気は厳しい状況が続きました。 

 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、環境・エネルギー問題に対応した「次世代の屋根」の創造に積極的に取り組

み、太陽光発電システム、赤外線反射率の高い「ＥＣＯブラック４０」等、高付加価値、環境重視の商品販売に努

めてまいりました。 

 営業の状況といたしましては、Ｊ形瓦、Ｓ形瓦、Ｆ形瓦の増収により、売上高は前年同期を上回り、第１四半期

において過去最高となりました。 

 利益面におきましては、燃料価格が景気減速・円高により落ち着いてきましたが、高止まりの状況が続いており

ます。しかしながら、売上高の増加により、売上総利益、営業利益、経常利益、四半期純利益は、いずれも前年同

期を上回りました。 

 以上により、売上高2,342百万円（前年同期比277百万円増加）、売上総利益391百万円（前年同期比58百万円増

加）、営業利益99百万円（前年同期比25百万円増加）、経常利益102百万円（前年同期比24百万円増加）、四半期

純利益67百万円（前年同期比35百万円増加）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して219百万円増加しました。これは主に

売上債権189百万円、現金預金149百万円の増加に対し、たな卸資産69百万円、固定資産65百万円が減少したこと等

によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較して182百万円増加しました。これは主に借入金198百万円、長期未払金58

百万円、賞与引当金39百万円、仕入債務37百万円が増加したことに対し、役員退職慰労引当金110百万円、未払法

人税等61百万円が減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、配当金の支払により29百万円減少し、当四半期純利益により67百万円増加し、37百万円の増加と

なりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期の第２四半期累計及び通期の連結業績予想につきましては、燃料費の動向等、不確定要素がある

ものの、現時点では平成23年８月19日付の公表数値に変更はございません。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 592,963 742,389

受取手形及び売掛金 2,241,606 2,430,761

商品及び製品 1,235,712 1,165,694

仕掛品 23,443 23,136

原材料及び貯蔵品 48,690 49,936

その他 38,419 51,369

貸倒引当金 △7,552 △4,184

流動資産合計 4,173,284 4,459,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,586,189 1,564,462

機械装置及び運搬具（純額） 337,155 319,781

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 49,124 42,389

有形固定資産合計 4,648,887 4,603,052

無形固定資産 11,420 10,936

投資その他の資産   

投資有価証券 19,748 19,413

その他 202,508 168,661

貸倒引当金 △27,282 △12,737

投資その他の資産合計 194,975 175,337

固定資産合計 4,855,282 4,789,326

資産合計 9,028,567 9,248,430



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 1,186,230 1,223,860

短期借入金 3,459,972 3,532,376

未払法人税等 94,316 33,189

賞与引当金 14,061 53,476

その他 500,694 517,799

流動負債合計 5,255,274 5,360,701

固定負債   

長期借入金 275,351 401,704

退職給付引当金 112,039 115,344

資産除去債務 33,755 33,940

役員退職慰労引当金 110,370 －

その他 11,590 69,010

固定負債合計 543,107 619,999

負債合計 5,798,382 5,980,701

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 2,501,300 2,539,046

自己株式 △29,104 △29,104

株主資本合計 3,233,287 3,271,033

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,102 △3,304

その他の包括利益累計額合計 △3,102 △3,304

純資産合計 3,230,185 3,267,729

負債純資産合計 9,028,567 9,248,430



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,065,124 2,342,619

売上原価 1,732,750 1,951,264

売上総利益 332,373 391,355

販売費及び一般管理費 258,757 291,945

営業利益 73,615 99,409

営業外収益   

受取利息 58 27

受取配当金 286 220

受取運送料 7,473 5,203

貸倒引当金戻入額 － 3,573

不動産賃貸料 2,719 2,458

受取保険金 4,127 －

その他 2,225 2,419

営業外収益合計 16,890 13,902

営業外費用   

支払利息 12,405 10,799

その他 9 26

営業外費用合計 12,414 10,825

経常利益 78,091 102,486

特別損失   

固定資産除却損 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,420 －

ゴルフ会員権評価損 400 －

特別損失合計 22,911 －

税金等調整前四半期純利益 55,180 102,486

法人税、住民税及び事業税 44,020 31,000

法人税等調整額 △20,760 3,872

法人税等合計 23,259 34,872

少数株主損益調整前四半期純利益 31,921 67,614

四半期純利益 31,921 67,614



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31,921 67,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △224 △201

その他の包括利益合計 △224 △201

四半期包括利益 31,696 67,412

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 31,696 67,412



 該当事項はありません。 

   

  当社グループは、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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