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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税引き上げ後に減速した個人消費の落ち込みが想定以上に長

引いておりましたが、反動減は徐々に一巡し、景気は緩やかながらも回復軌道に復帰しつつも、底堅い成長が続い

ております。 

その一方で、当業界におきましては、新設住宅着工戸数（持家）が８ヶ月連続で前年を下回り、第２四半期累計

期間においては前年同四半期比21.6％減となるなど、先行き不透明感がある中で、ますます厳しい市場環境となっ

ております。 

このような経営環境のもと、当社は積極的な営業活動を推進するとともに、引き続きリフォーム市場への展開を

強化して参りましたが、消費増税による長引く個人消費の低迷が続いており、主に新築物件への採用の多いＦ形瓦

を中心に販売が落ち込み、売上高につきましては、前年同四半期比18.0％減の4,679百万円となりました。 

損益面につきましては、生産効率を向上させるため柔軟な生産調整を行いましたが、販売低迷に加えて、原油価

格の上昇・円安傾向によって燃料価格が想定以上に上昇し、物価高による各種コストの増加もあったことから、売

上原価率は、前年同四半期比3.8ポイント増の79.0％に上昇しました。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高4,679百万円（前年同四半期比18.0％減）、営業利益62百万

円（前年同四半期比86.7％減）、経常利益58百万円（前年同四半期比87.1％減）、四半期純利益20百万円（前年同

四半期比92.6％減）の減収減益となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ804百万円減少し17,130百万円となりました。負債

総額は、前事業年度末に比べ792百万円減少し6,301百万円となりました。純資産は、前事業年度末に比べ12百万円

減少し10,829百万円となり、自己資本比率は63.2％（前事業年度末は60.5％）となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、前事業年度末に比べて150百

万円減少し、1,195百万円となりました。

当第２四半期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）

営業活動の結果使用した資金は、155百万円（前年同四半期は205百万円の獲得）となりました。

これは主に、増加要因としては、売上債権の減少額568百万円（前年同四半期は売上債権の増加額166百万円）等

によるものです。減少要因としては、仕入債務の減少額444百万円（前年同四半期比250百万円増）、法人税等の支

払額317百万円（前年同四半期比238百万円増）等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間に比べ40百万円増加し、187百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出189百万円（前年同四半期比42百万円増）等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、191百万円（前年同四半期は408百万円の使用）となりました。

これは主に、増加要因としては、短期借入金の増加額400百万円によるものです。減少要因としては、長期借入

金の返済による支出150百万円（前年同四半期比200百万円減）等によるものです。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期の業績を勘案し、平成26年８月４日に公表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成26年10月31日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定め

について第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残

存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が9,491千円減少し、利益剰余金が6,125千円増加して

おります。また、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微でありま

す。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,358,620 1,207,738 

受取手形及び売掛金 2,223,938 1,544,361 

商品及び製品 1,442,291 1,548,086 

仕掛品 53,201 55,814 

原材料及び貯蔵品 178,886 157,065 

その他 181,949 153,576 

貸倒引当金 △10,336 △7,312 

流動資産合計 5,428,551 4,659,331 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,640,933 1,598,551 

土地 9,195,043 9,195,043 

建設仮勘定 222,780 259,346 

その他（純額） 953,201 897,620 

有形固定資産合計 12,011,958 11,950,561 

無形固定資産 52,949 44,947 

投資その他の資産    

投資有価証券 313,979 343,541 

その他 129,712 134,178 

貸倒引当金 △1,712 △1,712 

投資その他の資産合計 441,979 476,007 

固定資産合計 12,506,888 12,471,516 

資産合計 17,935,439 17,130,848 

 

- 4 -

㈱鶴弥（5386）平成27年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



 

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,904,767 776,116 

電子記録債務 － 650,039 

短期借入金 1,700,000 2,100,000 

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000 

未払法人税等 329,361 15,664 

賞与引当金 280,842 174,409 

その他 630,979 465,864 

流動負債合計 5,145,949 4,482,094 

固定負債    

長期借入金 1,575,000 1,425,000 

退職給付引当金 85,033 76,534 

役員退職慰労引当金 217,246 236,139 

その他 70,236 81,326 

固定負債合計 1,947,516 1,819,000 

負債合計 7,093,466 6,301,095 

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 5,657,586 5,625,549 

自己株式 △5,786 △5,786 

株主資本合計 10,763,125 10,731,088 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 78,847 98,665 

評価・換算差額等合計 78,847 98,665 

純資産合計 10,841,973 10,829,753 

負債純資産合計 17,935,439 17,130,848 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 5,708,352 4,679,478 

売上原価 4,292,296 3,696,019 

売上総利益 1,416,056 983,458 

販売費及び一般管理費 949,077 921,241 

営業利益 466,979 62,217 

営業外収益    

受取利息 108 114 

受取配当金 4,883 4,533 

売電収入 953 7,656 

その他 11,895 19,973 

営業外収益合計 17,840 32,278 

営業外費用    

支払利息 23,632 20,344 

手形売却損 3,791 4,388 

その他 6,492 11,529 

営業外費用合計 33,917 36,262 

経常利益 450,902 58,232 

特別利益    

固定資産売却益 228 570 

特別利益合計 228 570 

税引前四半期純利益 451,131 58,803 

法人税、住民税及び事業税 178,996 6,934 

法人税等調整額 2,763 31,851 

法人税等合計 181,760 38,785 

四半期純利益 269,371 20,017 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 451,131 58,803 

減価償却費 181,307 173,654 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △3,024 

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,163 △106,433 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,371 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,994 992 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,507 18,893 

受取利息及び受取配当金 △4,991 △4,648 

支払利息 23,632 20,344 

売上債権の増減額（△は増加） △166,610 568,303 

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,532 △86,586 

仕入債務の増減額（△は減少） △193,559 △444,542 

割引手形の増減額（△は減少） △189,974 70,136 

その他 15,479 △85,177 

小計 304,987 180,720 

利息及び配当金の受取額 4,989 4,646 

利息の支払額 △26,115 △23,624 

法人税等の支払額 △78,632 △317,207 

営業活動によるキャッシュ・フロー 205,229 △155,464 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △146,806 △189,058 

その他 341 1,816 

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,465 △187,242 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額（△は減少） － 400,000 

長期借入金の返済による支出 △350,000 △150,000 

配当金の支払額 △58,213 △58,174 

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,213 191,825 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349,449 △150,881 

現金及び現金同等物の期首残高 1,597,334 1,346,620 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,247,885 1,195,738 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（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。

 

（セグメント情報等）

当社は、陶器瓦の製造・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。
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