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（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 ％

25年６月期第２四半期 4,388 △9.0 170 △35.6 180 △31.2 103 △33.7

24年６月期第２四半期 4,820 7.0 264 22.3 262 13.5 156 19.8

（注）包括利益 25年６月期第２四半期 106百万円（ ％）△31.3 24年６月期第２四半期 154百万円（ ％）18.2

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

25年６月期第２四半期 26.02 ―

24年６月期第２四半期 39.22 ―

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

25年６月期第２四半期 8,944 3,355 37.5 842.85

24年６月期 8,618 3,279 38.0 823.62

（参考）自己資本 25年６月期第２四半期 3,355百万円 24年６月期 3,279百万円

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

24年６月期 － 0.00 － 7.50 7.50

25年６月期 － 0.00

25年６月期（予想） － 7.50 7.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年６月期の連結業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）

（％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
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 8,643 △2.0 198 △1.5 203 4.6 103 30.4 25.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

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） 25年６月期２Ｑ 4,158,417株 24年６月期 4,158,417株

②  期末自己株式数 25年６月期２Ｑ 176,779株 24年６月期 176,779株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期２Ｑ 3,981,638株 24年６月期２Ｑ 3,982,433株

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。

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】３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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務問題の長期化等により、中国やインドをはじめとする新興国の

成長に鈍化の兆しが見え、景気は依然として不透明な状況で推移いたしました。

日本経済は、政権交代等によるデフレ対策強化で、円安・株高の動きがあるものの、震災後の復興需要には、やや

落ち着きが見られ、雇用や所得環境は依然として低迷が続いており、景気は厳しい状況が続きました。

当社グループといたしましては、燃料調達価格が高値で推移する厳しい外部環境の中、品質管理の強化と共に、歩

留り率や生産効率のさらなる向上に努めてまいりました。また、普及著しい太陽光発電システム関連等の高付加価値

で環境配慮型の製品の開発にも注力してまいりました。

売上の状況といたしましては、新規販路及びリフォーム市場の開拓に努め、顧客ニーズに対し迅速・的確に応える

営業体制の構築に努めてまいりましたが、震災復興需要の落ち着きや新設住宅着工戸数の低迷等により、前年比減収

となりました。

利益面におきましては、売上高減少により、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

期を下回りました。

以上により、売上高 百万円（前年同期比 百万円減少）、売上総利益 百万円（前年同期比 百万円減

少）、営業利益 百万円（前年同期比 百万円減少）、経常利益 百万円（前年同期比 百万円減少）、四半期純

利益 百万円（前年同期比 百万円減少）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四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 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が 百万円、売上債権が 百万円、たな卸資産が 百万円増加したことに対し、固

定資産が 百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に借入金が

百万円、仕入債務が 百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は、当四半期純利益により 百万円増加し、配当金 百万円の支払等により、あわせて 百万円増加

の 百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により 百万円減

少、投資活動により 百万円減少、財務活動により 百万円増加となり、あわせて 百万円増加し、当第２四半期

末には 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各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動における資金の支出は、 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。

これは、主に税金等調整前四半期純利益 百万円、非資金費用である減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百

万円の増加要因に対し、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の増加 百万円の減少要因があったこと等によるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金の支出は、 百万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出 百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金の収入は、 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。

これは、主に借入金の増加 百万円に対し、剰余金の配当 百万円の支払があったこと等によるものでありま

す。

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,388 431 746 124
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年６月期の連結業績予想につきましては、燃料費の動向等の不確定要素があるものの、現時点では平成24年

８月10日に公表しました決算短信の業績予想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。

２．サマリー情報（注記事項）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24年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 593,892 658,789

受取手形及び売掛金 1,912,718 2,166,173

商品及び製品 1,263,338 1,369,188

仕掛品 27,224 20,797

原材料及び貯蔵品 49,154 48,309

その他 37,552 28,050

貸倒引当金 △3,993 △2,990

流動資産合計 3,879,887 4,288,317

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,479,844 1,447,908

機械装置及び運搬具（純額） 328,096 282,207

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 79,248 78,064

有形固定資産合計 4,563,607 4,484,597

無形固定資産 14,718 13,056

投資その他の資産

投資有価証券 19,729 24,083

その他 154,048 144,349

貸倒引当金 △13,442 △9,444

投資その他の資産合計 160,335 158,988

固定資産合計 4,738,661 4,656,642

資産合計 8,618,548 8,944,960



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,118,591 1,194,548

短期借入金 3,107,996 3,355,290

未払法人税等 16,065 64,685

賞与引当金 15,570 13,735

その他 548,413 499,410

流動負債合計 4,806,637 5,127,670

固定負債

長期借入金 299,820 227,188

退職給付引当金 131,418 133,924

資産除去債務 34,497 34,877

その他 66,833 65,364

固定負債合計 532,570 461,353

負債合計 5,339,207 5,589,023

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 2,550,946 2,624,703

自己株式 △29,325 △29,325

株主資本合計 3,282,711 3,356,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,370 △531

その他の包括利益累計額合計 △3,370 △531

純資産合計 3,279,341 3,355,937

負債純資産合計 8,618,548 8,944,960



（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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 4,820,156 4,388,704

売上原価 3,948,660 3,642,161

売上総利益 871,495 746,543

販売費及び一般管理費 606,619 575,974

営業利益 264,876 170,568

営業外収益

受取利息 53 32

受取配当金 220 264

受取運送料 10,894 15,639

不動産賃貸料 4,900 4,304

受取保険金 4,100 －

貸倒引当金戻入額 3,632 －

その他 4,735 8,491

営業外収益合計 28,536 28,732

営業外費用

支払利息 21,314 18,535

固定資産除却損 9,521 －

その他 3 209

営業外費用合計 30,839 18,745

経常利益 262,574 180,555

特別損失

固定資産除却損 － 10,857

減損損失 － 6,656

特別損失合計 － 17,513

税金等調整前四半期純利益 262,574 163,042

法人税、住民税及び事業税 85,000 60,000

法人税等調整額 21,396 △575

法人税等合計 106,396 59,424

少数株主損益調整前四半期純利益 156,177 103,618

四半期純利益 156,177 103,618



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 156,177 103,618

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,230 2,838

その他の包括利益合計 △1,230 2,838

四半期包括利益 154,946 106,456

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 154,946 106,456

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24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 262,574 163,042

減価償却費 116,029 118,321

減損損失 － 6,656

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,573 △5,001

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,069 2,505

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △110,370 －

長期未払金の増減額（△は減少） 58,138 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △517 △1,835

受取利息及び受取配当金 △273 △296

受取保険金 △4,100 －

支払利息 21,314 18,535

固定資産除却損 9,521 10,857

売上債権の増減額（△は増加） △321,570 △247,390

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,304 △98,579

仕入債務の増減額（△は減少） 106,125 75,957

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,041 13,853

その他 △30,544 △31,262

小計 168,169 25,364

利息及び配当金の受取額 250 280

利息の支払額 △20,273 △18,729

法人税等の支払額 △90,291 △11,759

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,854 △4,844

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 △50,000 △50,000

定期預金の払戻による収入 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △25,756 △71,832

有形固定資産の除却による支出 － △7,476

有形固定資産の売却による収入 － 6,733

無形固定資産の取得による支出 △3,350 △360

保険積立金の払戻による収入 19,049 －

その他 299 △810

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,756 △73,746

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 5,350,000 6,150,000

短期借入金の返済による支出 △5,200,200 △5,885,200

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △299,669 △90,138

リース債務の返済による支出 △1,411 △1,440

自己株式の取得による支出 △221 －

配当金の支払額 △29,644 △29,733

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,852 143,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,951 64,896

現金及び現金同等物の期首残高 402,963 403,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 569,914 468,789



該当事項はありません。

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。

（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

（６）セグメント情報等
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