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1. 平成31年3月期第2四半期の業績（平成30年4月1日～平成30年9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2四半期 4,794 5.7 △150 ― △152 ― △122 ―

30年3月期第2四半期 4,538 △19.0 △219 ― △213 ― △170 ―

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2四半期 △159.94 ―

30年3月期第2四半期 △221.69 ―

（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2四半期 9,276 3,295 35.5

30年3月期 8,835 3,693 41.8

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 3,295百万円 30年3月期 3,693百万円

(注)「『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)等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、前事業年度に
係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 771,606 株 30年3月期 771,606 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 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2Q 767,211 株 30年3月期2Q 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２四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

調で推移しておりますが、台風や豪雨等の自然災害の影響などにより、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２四半期累計期間の売上高は4,794百万円（前年同期比5.7％増）となり、その内訳は製品売上高

が2,884百万円（前年同期比0.2％増）、完成工事高が1,910百万円（前年同期比15.2％増）となりました。

損益面におきましては、営業損失は150百万円（前年同期は219百万円の損失）、経常損失は152百万円（前年同

期は213百万円の損失）となり、四半期純損失は122百万円（前年同期は170百万円の損失）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ま

す。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ441百万円増加し、9,276百万円となりました。その主

な要因としては、現金及び預金が203百万円、受取手形及び売掛金が189百万円、仕掛工事の増加などにより棚卸資

産が804百万円それぞれ増加した一方、完成工事未収入金が400百万円、投資その他の資産が357百万円それぞれ減

少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839百万円増加し、5,981百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務

の決済増に伴い仕入債務が170百万円減少したほか、借入金の返済に伴い長期借入金が205百万円減少した一方で、

短期借入金が958百万円、仕掛工事の増加により未成工事受入金(流動負債その他に含む)が377百万円それぞれ増加

したことなどによるものです。

純資産合計は、前事業年度末に比べ398百万円減少し3,295百万円となり、自己資本比率は35.5％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２四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２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 352,073 555,250

受取手形及び売掛金 1,252,309 1,441,555

完成工事未収入金 852,045 451,457

製品 484,080 583,538

仕掛品 7,742 6,761

未成工事支出金 355,836 742,238

原材料 496,625 816,240

その他 202,608 220,028

貸倒引当金 △14,831 △13,631

流動資産合計 3,988,491 4,803,439

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,184,906 1,166,801

機械及び装置（純額） 325,764 332,887

土地 1,805,398 1,805,398

その他（純額） 56,482 55,363

有形固定資産合計 3,372,553 3,360,450

無形固定資産 36,239 31,746

投資その他の資産

投資有価証券 1,239,248 875,728

その他 416,624 418,831

貸倒引当金 △217,720 △213,731

投資その他の資産合計 1,438,152 1,080,828

固定資産合計 4,846,945 4,473,026

資産合計 8,835,436 9,276,465

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,107,489 712,642

電子記録債務 － 1,305,268

工事未払金 345,337 264,512

短期借入金 472,950 1,431,200

未払法人税等 19,942 24,176

製品保証引当金 25,302 25,892

その他 468,629 868,756

流動負債合計 3,439,651 4,632,447

固定負債

長期借入金 962,000 756,600

退職給付引当金 443,307 449,327

その他 297,047 142,782

固定負債合計 1,702,354 1,348,709

負債合計 5,142,005 5,981,157
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９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 1,521,358

自己株式 △16,798 △16,798

株主資本合計 2,917,211 2,771,480

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 776,219 523,827

評価・換算差額等合計 776,219 523,827

純資産合計 3,693,430 3,295,308

負債純資産合計 8,835,436 9,276,465
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 4,538,166 4,794,749

売上原価 3,284,530 3,505,439

売上総利益 1,253,635 1,289,310

販売費及び一般管理費 1,473,306 1,440,232

営業損失（△） △219,671 △150,922

営業外収益

受取配当金 7,843 9,649

受取賃貸料 6,488 2,102

売電収入 6,423 6,546

その他 12,475 8,065

営業外収益合計 33,230 26,364

営業外費用

支払利息 7,601 8,267

手形売却損 5,710 6,817

減価償却費 5,477 6,203

その他 7,828 6,877

営業外費用合計 26,617 28,166

経常損失（△） △213,057 △152,724

税引前四半期純損失（△） △213,057 △152,724

法人税、住民税及び事業税 12,579 13,127

法人税等調整額 △55,545 △43,137

法人税等合計 △42,966 △30,009

四半期純損失（△） △170,091 △122,714
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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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