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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2021年６月期第３四半期 3,673 △13.3 3 － 15 33.4 △30 －

2020年６月期第３四半期 4,237 △4.4 △3 － 11 39.3 5 －

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

2021年６月期第３四半期 △85.86 －

2020年６月期第３四半期 16.50 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年６月期第３四半期 6,370 3,291 51.7 9,301.81

2020年６月期 6,692 3,341 49.9 9,388.55

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 3,291百万円 2020年６月期 3,341百万円

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

2020年６月期 － 0.00 － 75.00 75.00

2021年６月期 － 0.00 －

2021年６月期（予想） － －

１．2021年６月期第３四半期の業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
2021年６月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定です。

３．2021年６月期の業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

2021年６月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を現段階において合理的に算定すること 

が困難であることから引き続き未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたしま 

す。

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期３Ｑ 415,841株 2020年６月期 415,841株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 61,995株 2020年６月期 61,995株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 353,846株 2020年６月期３Ｑ 353,846株

※  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：有

（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）

※  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
(将来に関する記述等についてのご注意）
　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、実際の実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、四半期決算短信【添付資料】２ページ
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2021年１月に一部地域で緊急事態宣

言が再発出され、また各地方自治体においても外出自粛要請等を発信したこと等により、企業活動並びに個人消費が

大きく縮小せざるを得ない状況となりました。そのため、依然として経済の先行きについて不透明な状況が続いてお

ります。

住宅市場におきましても、2019年10月に消費増税率の引き上げがあり、その後新型コロナウイルスの影響による

消費マインドの低下を背景に、新設住宅着工戸数は2021年２月まで20ヶ月連続で前年同月比を下回りました。

このような状況の中、当社は、主力製品「ＣＥＲＡＭシリーズ」「ＳＨＩＮＴＯかわらＳ」の拡販や新規顧客の

掘り起こし他、コロナウイルス感染拡大防止のため、ＹｏｕＴｕｂｅやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用した商品ＰＲや

Ｗｅｂ会議型アプリを使用したリモートによる営業活動にも努めましたが、売上高3,673百万円(前年同期比563百

万円減少)と前年比減収となりました。

利益面におきましては、工場稼働計画の見直しによって第１四半期に「Ｊ形桟瓦」専用工場である二池工場と、

「役瓦」専用工場である本社第２工場を廃止したことにより、社内全体の生産効率の向上を図ることができたため、

当第３四半期累計期間における売上原価率は、工場稼働日数は前年比減少でありながらも、前年同四半期と比較し、

同水準の83.3％を維持することができました。この結果、売上総利益612百万円(前年同期比92百万円減少)、営業利

益3百万円(前年同期は3百万円の損失)、経常利益15百万円(前年同期比3百万円増加)、四半期純損失30百万円(前年同

期は5百万円の利益)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産）

流動資産は、前事業年度末と比較して216百万円減少し、2,462百万円となりました。これは主に、現金及び預金

が49百万円増加したこと等に対して、たな卸資産が235百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末と比較して105百万円減少し、3,907百万円となりました。これは主に、有形固定資産

が118百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前事業年度末と比較して321百万円減少し、6,370百万円となりました。

　（負債）

流動負債は、前事業年度末と比較して422百万円減少し、2,492百万円となりました。これは主に、短期借入金が

310百万円、電子記録債務が73百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末と比較して151百万円増加し、586百万円となりました。これは主に、長期借入金が

160百万円増加したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は、前事業年度末と比較して271百万円減少し、3,079百万円となりました。

　（純資産）

純資産合計は、四半期純損失が30百万円となり、剰余金の配当が26百万円あったこと等により、50百万円減少の

3,291百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年６月期の業績予想につきましては、2020年８月７日に開示しております、決算短信の今後の見通しに記載し 

た状況に変化なく、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を現段階において合理的に算定することが困難であること 

から引き続き未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたします
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 185,342 235,284

受取手形及び売掛金 882,182 865,558

電子記録債権 151,480 143,640

商品及び製品 1,352,182 1,125,626

仕掛品 15,391 13,723

原材料及び貯蔵品 67,701 60,617

その他 26,629 20,456

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 2,678,911 2,462,909

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 915,846 848,943

機械装置及び運搬具（純額） 99,607 67,303

土地 2,717,187 2,717,187

その他（純額） 156,103 136,447

有形固定資産合計 3,888,744 3,769,881

無形固定資産 7,501 5,733

投資その他の資産

投資有価証券 59,756 69,310

その他 58,487 63,433

貸倒引当金 △784 △559

投資その他の資産合計 117,460 132,183

固定資産合計 4,013,706 3,907,798

資産合計 6,692,617 6,370,707

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 367,200 320,414

電子記録債務 337,294 263,632

短期借入金 1,900,018 1,590,000

未払法人税等 11,047 16,543

賞与引当金 8,108 27,379

その他 291,616 274,542

流動負債合計 2,915,284 2,492,510

固定負債

長期借入金 100,000 260,000

繰延税金負債 7,182 9,656

退職給付引当金 184,345 176,464

資産除去債務 34,117 34,680

その他 109,927 105,986

固定負債合計 435,572 586,787

負債合計 3,350,857 3,079,298

純資産の部

株主資本

資本金 412,903 412,903

資本剰余金 348,187 348,187

利益剰余金 2,690,909 2,633,990

自己株式 △125,108 △125,108

株主資本合計 3,326,891 3,269,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,869 21,435

評価・換算差額等合計 14,869 21,435

純資産合計 3,341,760 3,291,408

負債純資産合計 6,692,617 6,370,707
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 4,237,087 3,673,743

売上原価 3,532,300 3,061,597

売上総利益 704,787 612,146

販売費及び一般管理費 708,651 608,597

営業利益又は営業損失（△） △3,863 3,548

営業外収益

受取利息 6 8

受取配当金 1,124 1,346

受取運送料 16,688 14,718

その他 8,878 6,710

営業外収益合計 26,697 22,783

営業外費用

支払利息 11,254 9,371

その他 0 1,514

営業外費用合計 11,254 10,885

経常利益 11,579 15,446

特別利益

雇用調整助成金 － 51,540

特別利益合計 － 51,540

特別損失

減損損失 － 70,130

その他 － 5,735

特別損失合計 － 75,866

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 11,579 △8,879

法人税等 5,742 21,500

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,836 △30,379

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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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。

（四半期特有の会計処理）

　　　税金費用の計算

　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率 

を使用する方法によっております。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、2020年９月28日に提出しました57期有価証券報告書の追加情報 

に記載した内容に変更ありませんが、新型コロナウイルス感染症の今後の拡がり方や収束時期等により、当社の想定 

と乖離する可能性があります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自2019年７月１日　至2020年３月31日）

　当社は、瓦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。

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自2020年７月１日　至2021年３月31日）

　当社は、瓦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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