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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１四半期累計期間における国内経済は、政府による経済政策等により、緩やかな回復基調にあるものの、中

国をはじめとする新興国経済の減速などから内需への影響も懸念され、先行き不透明感が増してまいりました。

当業界におきましては、マイナス金利の影響による住宅ローン金利低下など、住宅市場にとって活性化への材料も

あって回復基調となりましたが、熊本地震や消費税増税の延期などの影響による不確定な要素を含み、その動向に

注視が必要な状況にあります。

このような経営環境のもと、回復傾向の持家着工を背景に一層の販売強化を図ったことに加え、震災に端を発し

た防災意識の高まりに合わせて、地震・台風に強い防災瓦「スーパートライ１１０シリーズ」の認知度向上に努め

た結果、売上高につきましては前年同四半期比11.9％増の2,327百万円となりました。

損益面につきましては、需要に見合った工場稼働を推進した結果、当第１四半期累計期間における売上原価率は、

前年同四半期比0.6ポイント増の71.8％となりましたが、売上高増加に加えて、前年から引き続き生産及び管理コ

ストの削減を進めたことにより、売上総利益は前年同四半期9.7％増の657百万円となりました。

この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高2,327百万円（前年同四半期比11.9％増）、営業利益154百万

円（前年同四半期比7.9％増）、経常利益154百万円（前年同四半期比15.1％増）、四半期純利益104百万円（前年

同四半期比24.6％増）の増収増益となりました。

 

（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１四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ344百万円減少し17,061百万円となりました。負債

総額は、前事業年度末に比べ376百万円減少し5,944百万円となりました。純資産は、前事業年度末に比べ31百万円

増加し11,116百万円となり、自己資本比率は65.2％（前事業年度末は63.7％）となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当第１四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37百万

円増加し1,402百万円となりました。 

当第１四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） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間に比べ28百万円増加し、223百万円となりました。 

これは主に、増加要因としては、売上債権の減少額193百万円（前年同四半期比109百万円増）、たな卸資産の減

少額54百万円（前年同四半期はたな卸資産の増加額138百万円）等によるものです。減少要因としては、仕入債務

の減少額51百万円（前年同四半期は仕入債務の増加額198百万円）、法人税等の支払額200百万円（前年同四半期比

175百万円増）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48百万円減少し、33百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出22百万円（前年同四半期比60百万円減）等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間に比べ43百万円増加し、152百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支払額100百万円（前年同四半期比25百万円増）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

平成28年４月26日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,376,787 1,414,163 

受取手形及び売掛金 2,261,089 2,067,014 

商品及び製品 1,196,833 1,137,909 

仕掛品 52,873 56,724 

原材料及び貯蔵品 143,162 144,193 

その他 131,880 69,131 

貸倒引当金 △5,151 △5,796 

流動資産合計 5,157,476 4,883,340 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,406,241 1,387,068 

土地 9,113,158 9,113,158 

その他（純額） 1,099,979 1,056,730 

有形固定資産合計 11,619,379 11,556,956 

無形固定資産 43,426 51,685 

投資その他の資産    

投資有価証券 445,163 426,286 

その他 141,255 143,664 

貸倒引当金 △609 △609 

投資その他の資産合計 585,809 569,342 

固定資産合計 12,248,615 12,177,984 

資産合計 17,406,091 17,061,325 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 577,563 513,090 

電子記録債務 571,882 589,949 

短期借入金 2,200,000 2,200,000 

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000 

未払法人税等 220,065 15,525 

賞与引当金 223,980 115,134 

その他 456,094 543,963 

流動負債合計 4,649,586 4,377,662 

固定負債    

長期借入金 1,225,000 1,125,000 

退職給付引当金 83,039 88,839 

役員退職慰労引当金 281,805 278,001 

その他 81,179 74,966 

固定負債合計 1,671,023 1,566,807 

負債合計 6,320,609 5,944,469 

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 5,802,861 5,848,916 

自己株式 △5,813 △5,813 

株主資本合計 10,908,374 10,954,428 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 177,107 162,426 

評価・換算差額等合計 177,107 162,426 

純資産合計 11,085,481 11,116,855 

負債純資産合計 17,406,091 17,061,325 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 2,079,899 2,327,907 

売上原価 1,480,726 1,670,466 

売上総利益 599,173 657,441 

販売費及び一般管理費 456,116 503,096 

営業利益 143,056 154,344 

営業外収益    

受取利息 19 13 

受取配当金 5,289 6,091 

売電収入 3,664 3,513 

その他 3,750 3,876 

営業外収益合計 12,724 13,495 

営業外費用    

支払利息 9,804 7,847 

手形売却損 1,425 327 

工場休止に伴う諸費用 8,473 3,469 

その他 1,700 1,588 

営業外費用合計 21,403 13,232 

経常利益 134,377 154,607 

税引前四半期純利益 134,377 154,607 

法人税、住民税及び事業税 29,172 4,100 

法人税等調整額 21,570 46,273 

法人税等合計 50,743 50,373 

四半期純利益 83,633 104,234 
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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１四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６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 134,377 154,607 

減価償却費 104,220 74,904 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 645 

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,596 △108,846 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,750 5,800 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,693 △3,804 

受取利息及び受取配当金 △5,309 △6,105 

支払利息 9,804 7,847 

売上債権の増減額（△は増加） 83,731 193,376 

たな卸資産の増減額（△は増加） △138,481 54,041 

仕入債務の増減額（△は減少） 198,360 △51,213 

割引手形の増減額（△は減少） △135,536 － 

その他 10,430 105,847 

小計 223,468 427,101 

利息及び配当金の受取額 5,308 6,111 

利息の支払額 △8,538 △8,744 

法人税等の支払額 △25,593 △200,914 

営業活動によるキャッシュ・フロー 194,645 223,552 

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 △82,634 △22,418 

その他 100 △11,561 

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,534 △33,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △75,000 △100,000 

配当金の支払額 △33,997 △52,196 

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,997 △152,196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,113 37,376 

現金及び現金同等物の期首残高 1,300,690 1,364,787 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,303,804 1,402,163 
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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）

【セグメント情報】

 前第１四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 

平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

 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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