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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期
累計期間

第51期

会計期間

自平成25年
７月１日
至平成25年
９月30日

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

自平成25年
　７月１日
至平成26年
　６月30日

売上高 （千円） 2,283,090 1,706,692 8,789,553

経常利益 （千円） 96,763 7,729 174,509

四半期（当期）純利益 （千円） 67,535 125,072 122,215

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 412,903 412,903 412,903

発行済株式総数 （千株） 4,158 4,158 4,158

純資産額 （千円） 3,346,821 3,315,664 3,218,514

総資産額 （千円） 8,659,378 8,207,851 8,049,487

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 16.96 35.32 32.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 7.50

自己資本比率 （％） 38.6 40.4 40.0

（注）１. 当社は、連結子会社である新東ルーフ株式会社を平成26年７月１日を効力発生日として吸収合併したことに

より、連結子会社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しており

ません。なお、前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、主要な経営指標等の推移について

は、第51期第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表について、第52期第１四半期累計期間は四半期財

務諸表について、第51期は財務諸表について記載しております。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関係会社が存在しないため記載しておりません。

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　なお、平成26年７月１日を効力発生日として、連結子会社であった新東ルーフ株式会社を吸収合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間のわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動や天候不順などの影響により、不

安定な状況が続いております。

当業界におきましても、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動等よる新設住宅着工戸数の落込みにより、非常に

厳しい状況となっております。また円安による原材料や燃料調達価格のさらなる上昇が懸念される状況となりまし

た。

当社といたしましては、こうした厳しさを増す外部環境の中、工程管理の強化や生産効率の更なる向上に努めて

まいりました。

売上の状況といたしましては、グッドデザイン賞受賞の「ＣＥＲＡＭ-Ｆ フラット システム瓦」や石付板金屋

根材「ＳＨＩＮＴＯかわらＳ」等、当社の特色を活かした販売活動に努めてまいりました。また、太陽光発電シス

テム関連等の高付加価値で環境配慮型の商品の拡販にも注力してまいりました。しかしながら、消費税増税に伴う

駆け込み需要の反動等による新設住宅着工戸数の落込みより1,706百万円となりました。

利益面におきましては、売上総利益268百万円、営業利益４百万円、経常利益７百万円となり、四半期純利益に

つきましては、子会社の吸収合併に伴う、抱合せ株式消滅差益95百万円により125百万円となりました。

なお、当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成26年７月１日

を効力発生日とした連結子会社（新東ルーフ株式会社）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくなったた

め、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期との比較は

行っておりません。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して158百万円増加し、8,207百万円となりました。

これは主にたな卸資産が188百万円、現金及び預金が92百万円増加したこと等に対し、受取手形及び売掛金が103百

万円、電子記録債権が28百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前事業年度末と比較して61百万円増加し、4,892百万円となりました。これは主に借入金が132百万

円、支払手形及び買掛金が53百万円、賞与引当金が27百万円増加したこと等に対し、電子記録債務が96百万円、未

払法人税等が39百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、四半期純利益が125百万円となり、剰余金の配当が26百万円あったこと等により、97百万円増加

の3,315百万円となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

当社は、企業経営を通して、住環境の改善と顧客ニーズに対応した製品の開発に取り組み、エネルギー問題・環

境問題に積極的に取り組む地球環境に優しい企業を目指しております。

当社の技術部署を集約したテクノセンターでは、品質保証課・開発課・生産技術課の連携強化により、品質の安

定化・新製品の開発・生産効率の向上・省エネルギー化などを推進しＣＳ向上に取り組んでおります。

現代建築にマッチしたデザインとして、近年需要が高まっている『セラムＦフラット　システム瓦』に一体袖側

面部のデザインを更にフラット化したストレート袖をラインナップに加えました。そのシステム瓦のデザイン性が

高く評価され、2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。

また、据え置き型太陽光発電システムを安全に設置可能な『同質支持瓦』の量産化を実現しております。

今後も太陽光発電システム市場の様々な展開に対応してまいります。

その他、製品軽量化や産業廃棄物の有効利用等を目的とした原料開発につきましても、引き続き活動してまいり

ます。

以上の結果、当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は、２百万円であります。

なお、当社の事業は、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメントとの関連は記載しておりませ

ん。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,158,417 4,158,417

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

　単元株式数

　1,000株

計 4,158,417 4,158,417 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成26年７月１日～

 平成26年９月30日
－ 4,158,417 － 412,903 － 348,187

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成26年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  617,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,525,000 3,525 －

単元未満株式 普通株式   16,417 － －

発行済株式総数         4,158,417 － －

総株主の議決権 － 3,525 －

 

②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

新東株式会社
愛知県高浜市論地町

四丁目７番地２
617,000 － 617,000 14.83

計 － 617,000 － 617,000 14.83

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、四半期損益計算書に係る比較情報は記

載しておりません。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成26年７月１日から平成26

年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年７月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は、平成26年７月１日を効力発生日として連結子会社（新東ルーフ株式会社）の吸収合併により、連結対象会

社が存在しなくなったため、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成してお

りません。
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１【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26年６月30日)
当第１四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 273,749 366,322

受取手形及び売掛金 1,458,412 1,355,281

電子記録債権 283,441 254,547

商品及び製品 1,364,485 1,549,716

仕掛品 21,369 20,655

原材料及び貯蔵品 78,214 82,621

その他 37,724 39,441

貸倒引当金 △2,000 △1,000

流動資産合計 3,515,396 3,667,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,330,745 1,311,121

機械装置及び運搬具（純額） 191,989 185,983

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 170,327 196,872

有形固定資産合計 4,369,480 4,370,396

無形固定資産 11,712 10,885

投資その他の資産   

投資有価証券 34,010 31,912

その他 126,122 136,245

貸倒引当金 △7,235 △9,174

投資その他の資産合計 152,897 158,983

固定資産合計 4,534,090 4,540,265

資産合計 8,049,487 8,207,851

 

EDINET提出書類

新東株式会社(E01219)

四半期報告書

 8/15



 

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年６月30日)
当第１四半期会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 503,269 557,183

電子記録債務 555,699 459,249

短期借入金 2,853,892 3,006,292

未払法人税等 43,180 3,455

賞与引当金 13,267 41,225

その他 493,844 471,516

流動負債合計 4,463,153 4,538,921

固定負債   

長期借入金 80,034 60,036

退職給付引当金 133,170 140,094

資産除去債務 36,032 36,230

その他 118,581 116,904

固定負債合計 367,819 353,265

負債合計 4,830,972 4,892,187

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 2,576,056 2,674,574

自己株式 △124,573 △124,573

株主資本合計 3,212,575 3,311,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,939 4,571

評価・換算差額等合計 5,939 4,571

純資産合計 3,218,514 3,315,664

負債純資産合計 8,049,487 8,207,851
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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）

 
当第１四半期累計期間
(自　平成26年７月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 1,706,692

売上原価 1,437,729

売上総利益 268,962

販売費及び一般管理費 264,004

営業利益 4,957

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 550

受取運送料 3,209

不動産賃貸料 1,977

その他 4,438

営業外収益合計 10,184

営業外費用  

支払利息 7,413

その他 0

営業外費用合計 7,413

経常利益 7,729

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 95,301

特別利益合計 95,301

税引前四半期純利益 103,030

法人税、住民税及び事業税 600

法人税等調整額 △22,642

法人税等合計 △22,042

四半期純利益 125,072
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日）

減価償却費 44,373千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日）

配当金支払額

決議
株式の種
類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額

（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月26日

定時株主総会
普通株式 26,555 7.5 平成26年６月30日 平成26年９月29日 利益剰余金

 

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等
当社は、平成26年５月26日開催の取締役会の決議に基づき、平成26年７月１日付で、当社の連結子会社である新東

ルーフ株式会社を吸収合併いたしました。
 
（1）取引の概要
　①結合当事企業の名称及びその事業の内容
　　　結合企業の名称　　　新東株式会社
　　　被結合企業の名称　　新東ルーフ株式会社
　　　事業の内容　　　　　屋根工事の施工
 
　②企業結合日
　　　平成26年７月１日
 
　③企業結合の法的形式
　　　新東ルーフ株式会社を消滅会社、新東株式会社を存続会社とする吸収合併
 
　④結合後企業の名称
　　　新東株式会社
 
　⑤その他取引の概要に関する事項
　　　当社グループとして、経営の合理化と効率化を図り、経営基盤をより強化することを目的としております。

 
（2）実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日 公表分)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日 公表分)に基づき、共通支配下

の取引として処理しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当第１四半期累計期間（自平成26年７月１日　至平成26年９月30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。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 35.32円

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 125,072

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 125,072

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,540

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   平成２６年１１月１４日

新東株式会社    

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鈴木　晴久　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 神野　敦生　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新東株式会社の

平成26年７月１日から平成27年６月30日までの第52期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年７月１日から平成26年９

月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年７月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、新東株式会社の平成26年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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