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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国内経済全体は、政府の経済政策等により緩やかな回復基調が継続しているも

のの、一方で、消費税増税延期の影響や、アジア新興国経済の減速などによる景気下押し懸念も生じており、先行

きの不透明な景況にあります。 

一方で、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に加え、住宅取得における税

制特例などの政策により、持家着工が前年対比でプラスとなるなど、一定の回復が期待される結果となりました

が、経済動向の先行き不透明感もあり、引き続き注視が必要な状況であります。 

このような経営環境のもと、地域ビルダー及び工務店へのきめ細やかな営業活動を推進した結果、売上高につ

きましては、前年同四半期比8.0％増の4,696百万円となりました。また、これら営業活動によって得られた顧客ニ

ーズに対応するため、平成28年11月1日より、主力製品である防災瓦「スーパートライ１１０スマート」の仕様変

更とカラーバリエーションの追加を行うなど、一層の販売活動の拡大を目指してまいります。 

損益面につきましては、引き続き需要に見合った工場稼働を推進し、コスト削減及び歩留りの改善といった地

道な自助努力が収益向上につながり、売上原価率は、前年同四半期比2.9ポイント減の71.4％となり、売上総利益

金額は前年同四半期20.4％増の1,344百万円となりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高4,696百万円（前年同四半期比8.0％増）、営業利益322百万

円（前年同四半期比64.2％増）、経常利益318百万円（前年同四半期比83.6％増）、四半期純利益217百万円（前年

同四半期比128.7％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２四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ160百万円減少し17,245百万円となりました。負債

総額は、前事業年度末に比べ299百万円減少し6,020百万円となりました。純資産は、前事業年度末に比べ138百万

円増加し11,224百万円となり、自己資本比率は65.1％（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393百

万円増加し、1,758百万円となりました。

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）

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間に比べ398百万円増加し、703百万円となりました。

これは主に、増加要因としては、税引前四半期純利益318百万円（前年同四半期比159百万円増）、売上債権の減

少額128百万円（前年同四半期比98百万円増）たな卸資産の減少額287百万円（前年同四半期比109百万円増）等に

よるものです。減少要因としては、法人税等の支払額199百万円（前年同四半期比173百万円増）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3百万円減少し、50百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出48百万円（前年同四半期比78百万円減）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、259百万円（前年同四半期は211百万円の獲得）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出200百万円（前年同四半期比50百万円増）、配当金の支払額59百万円

（前年同四半期比21百万円増）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28年４月26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28年10月28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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２．四半期財務諸表

（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２四半期会計期間 
(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,376,787 1,770,186 

受取手形及び売掛金 2,261,089 2,134,916 

商品及び製品 1,196,833 919,763 

仕掛品 52,873 51,091 

原材料及び貯蔵品 143,162 134,876 

その他 131,880 117,395 

貸倒引当金 △5,151 △5,120 

流動資産合計 5,157,476 5,123,108 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,406,241 1,366,662 

土地 9,113,158 9,113,158 

その他（純額） 1,099,979 1,037,542 

有形固定資産合計 11,619,379 11,517,363 

無形固定資産 43,426 44,187 

投資その他の資産    

投資有価証券 445,163 415,139 

その他 141,255 145,919 

貸倒引当金 △609 △587 

投資その他の資産合計 585,809 560,471 

固定資産合計 12,248,615 12,122,023 

資産合計 17,406,091 17,245,131 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 577,563 514,845 

電子記録債務 571,882 583,512 

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 220,065 129,205 

賞与引当金 223,980 230,268 

その他 456,094 494,938 

流動負債合計 4,649,586 4,552,769 

固定負債    

長期借入金 1,225,000 1,025,000 

退職給付引当金 83,039 88,474 

役員退職慰労引当金 281,805 284,674 

その他 81,179 69,744 

固定負債合計 1,671,023 1,467,892 

負債合計 6,320,609 6,020,662 

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 5,962,254 

自己株式 △5,813 △5,813 

株主資本合計 10,908,374 11,067,767 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 177,107 156,701 

評価・換算差額等合計 177,107 156,701 

純資産合計 11,085,481 11,224,469 

負債純資産合計 17,406,091 17,245,131 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 4,347,982 4,696,818 

売上原価 3,231,676 3,352,493 

売上総利益 1,116,305 1,344,324 

販売費及び一般管理費 920,151 1,022,317 

営業利益 196,154 322,007 

営業外収益    

受取利息 246 26 

受取配当金 5,289 6,091 

売電収入 6,932 6,809 

その他 8,537 9,896 

営業外収益合計 21,006 22,824 

営業外費用    

支払利息 19,204 14,918 

手形売却損 2,964 700 

工場休止に伴う諸費用 16,568 6,646 

その他 4,736 3,611 

営業外費用合計 43,474 25,877 

経常利益 173,686 318,955 

特別損失    

固定資産売却損 14,088 - 

特別損失合計 14,088 - 

税引前四半期純利益 159,597 318,955 

法人税、住民税及び事業税 90,661 101,706 

法人税等調整額 △26,211 △324 

法人税等合計 64,449 101,382 

四半期純利益 95,148 217,572 
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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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28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 159,597 318,955 

減価償却費 182,238 150,550 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 536 △52 

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,431 6,288 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,491 5,435 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,386 2,869 

受取利息及び受取配当金 △5,536 △6,118 

支払利息 19,204 14,918 

売上債権の増減額（△は増加） 30,145 128,518 

たな卸資産の増減額（△は増加） 178,109 287,137 

仕入債務の増減額（△は減少） △69,517 △57,337 

割引手形の増減額（△は減少） △219,308 － 

その他 △4,976 62,112 

小計 346,800 913,276 

利息及び配当金の受取額 5,534 6,123 

利息の支払額 △21,768 △16,096 

法人税等の支払額 △25,611 △199,397 

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,955 703,905 

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 △126,915 △48,219 

有形固定資産の売却による収入 74,904 650 

その他 △1,950 △3,310 

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,960 △50,879 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 400,000 － 

長期借入金の返済による支出 △150,000 △200,000 

配当金の支払額 △38,365 △59,627 

その他 △26 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,608 △259,627 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 462,603 393,398 

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 1,763,293 1,758,186 
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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２四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自

 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

当社は、粘土瓦の製造・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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