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1. 平成31年3月期第1四半期の業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）

(1) 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 ％

31年3月期第1四半期 1,729 4.5 △313 ― △306 ― △221 ―

30年3月期第1四半期 1,654 △5.2 △242 ― △236 ― △167 ―

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

31年3月期第1四半期 △288.66 ―

30年3月期第1四半期 △218.89 ―

（注）平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当た
り四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第1四半期 8,530 3,280 38.5

30年3月期 8,835 3,693 41.8

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 3,280百万円 30年3月期 3,693百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

（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31年 3月期の業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 4,900 8.0 △170 22.6 △170 20.2 △130 23.6 △169.40

通期 12,500 13.6 320 159.2 300 176.6 160 378.6 208.50

（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

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期1Q 771,606 株 30年3月期 771,606 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 4,395 株 30年3月期 4,395 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 767,211 株 30年3月期1Q 767,215 株

（注）平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、期
末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P２「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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日本経済は、雇用・所得環境及び企業収益の改善が続き、景気は緩やかな回復基

調で推移しました。しかしながら海外の政治・経済動向など懸念材料もあり、今後の景気の先行きは不透明な状況

が続いております。

また、建設業界においては、公共投資や民間建設投資が堅調に推移しておりますが、労務費や建設資材価格の高

止まりにより、引き続き工事採算は厳しい状況にありました。

このような状況のなか、当社は地球環境保全に貢献できる太陽光発電屋根や、当社が最も得意とする高機能・高

品質屋根の普及に取り組むと共に、従来の金属屋根では対応できなかった複雑な意匠を有する様々な建築物への防

水工法の拡販に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,729百万円（前年同期比4.4％増）となり、その内訳は製品売上高

が1,088百万円（前年同期比0.0％増）、完成工事高が640百万円（前年同期比13.0％増）となりました。

損益面におきましては、営業損失は313百万円（前年同期は242百万円の損失）、経常損失は306百万円（前年同

期は236百万円の損失）となり、四半期純損失は221百万円（前年同期は167百万円の損失）となりました。

なお、当社の売上高は建設業界固有のマーケット特性により、事業年度の後半に著しく増加する傾向にあり、当

第１四半期の営業利益・経常利益及び四半期純利益はマイナスになっております。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ305百万円減少し、8,530百万円となりました。その主

な要因としては、売上債権の回収増加に伴い受取手形及び売掛金が206百万円、完成工事未収入金が671百万円それ

ぞれ減少したほか、投資その他の資産が239百万円減少した一方で、生産・仕入及び工事受注の増加に伴いたな卸

資産が774百万円増加したことなどによるものです。

負債合計は前事業年度末に比べ107百万円増加し、5,249百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務

の決済増に伴い支払手形及び買掛金が198百万円、工事未払金が109百万円それぞれ減少したほか、借入金の返済に

伴い長期借入金が112百万円減少した一方で、短期借入金が579百万円増加したことなどによるものです。

純資産合計は、四半期純損失の計上及びその他有価証券評価差額金の洗替えなどにより、前事業年度末に比べ

413百万円減少し3,280百万円となり、自己資本比率は38.4％になりました。

　

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期累計期間の業績は概ね予定通りに進捗しております。通期の業績予想につきましては、平成30年５

月15日付「平成30年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」で公表いたしました業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 352,073 333,069

受取手形及び売掛金 1,252,309 1,045,646

完成工事未収入金 852,045 180,589

製品 484,080 635,446

仕掛品 7,742 5,276

未成工事支出金 355,836 818,117

原材料 496,625 659,829

その他 202,608 261,258

貸倒引当金 △14,831 △9,154

流動資産合計 3,988,491 3,930,079

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,184,906 1,170,420

機械及び装置（純額） 325,764 337,371

土地 1,805,398 1,805,398

その他（純額） 56,482 54,455

有形固定資産合計 3,372,553 3,367,646

無形固定資産 36,239 33,971

投資その他の資産

投資有価証券 1,239,248 996,278

その他 416,624 417,050

貸倒引当金 △217,720 △214,886

投資その他の資産合計 1,438,152 1,198,442

固定資産合計 4,846,945 4,600,060

資産合計 8,835,436 8,530,139

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,107,489 1,909,284

工事未払金 345,337 235,574

短期借入金 472,950 1,052,000

未払法人税等 19,942 12,088

製品保証引当金 25,302 25,472

その他 468,629 592,435

流動負債合計 3,439,651 3,826,854

固定負債

長期借入金 962,000 849,400

退職給付引当金 443,307 443,107

その他 297,047 130,525

固定負債合計 1,702,354 1,423,033

負債合計 5,142,005 5,249,888
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,266,921 1,266,921

利益剰余金 1,667,089 1,422,603

自己株式 △16,798 △16,798

株主資本合計 2,917,211 2,672,725

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 776,219 607,525

評価・換算差額等合計 776,219 607,525

純資産合計 3,693,430 3,280,251

負債純資産合計 8,835,436 8,530,139
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 1,654,760 1,729,075

売上原価 1,199,348 1,327,648

売上総利益 455,412 401,426

販売費及び一般管理費 698,113 714,666

営業損失（△） △242,700 △313,240

営業外収益

受取配当金 7,843 9,649

受取賃貸料 4,423 1,864

売電収入 3,203 3,136

その他 3,823 5,323

営業外収益合計 19,292 19,973

営業外費用

支払利息 3,293 3,565

手形売却損 3,430 3,455

減価償却費 2,619 3,101

その他 3,949 3,021

営業外費用合計 13,293 13,143

経常損失（△） △236,701 △306,410

税引前四半期純損失（△） △236,701 △306,410

法人税、住民税及び事業税 7,126 7,304

法人税等調整額 △75,889 △92,245

法人税等合計 △68,762 △84,940

四半期純損失（△） △167,938 △221,469
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（３）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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
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