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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56期

第３四半期
累計期間

第57期
第３四半期
累計期間

第56期

会計期間

自2018年
７月１日
至2019年
３月31日

自2019年
７月１日
至2020年
３月31日

自2018年
７月１日
至2019年
６月30日

売上高 （千円） 4,430,589 4,237,087 6,021,719

経常利益 （千円） 8,309 11,579 51,920

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） △194 5,836 17,679

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） 415 415 415

純資産額 （千円） 3,326,565 3,322,099 3,344,251

総資産額 （千円） 7,017,451 6,854,898 6,953,277

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △0.55 16.50 49.96

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） － － 75.00

自己資本比率 （％） 47.4 48.5 48.1

 

回次
第56期

第３四半期
会計期間

第57期
第３四半期
会計期間

会計期間

自2019年
１月１日
至2019年
３月31日

自2020年
１月１日
至2020年
３月31日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △64.71 △88.33

（注）１. 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

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、第56期および第57期第３四半期累計期間は

潜在株式が存在しないため、第56期第３四半期累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、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３四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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四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【経営者による財政状態、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) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第３四半期累計期間のわが国経済は、良好な雇用・所得環境を背景に緩やかな回復基調が続いていたものの、

世界経済の減速に伴う輸出の減少や消費税率引き上げによる個人消費の低迷等により、景況感が悪化しました。加え

て、新型コロナウイルス感染症が世界的な感染拡大を続けており、先行きの不透明感が強まっております。

住宅市場におきましても、消費増税前の駆け込み需要の反動や消費税率の引き上げ、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減少しました。

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

顧客の掘り起こし等、積極的な営業活動に努めましたが、売上高4,237百万円(前年同期比193百万円減少)と前年比

減収となりました。

利益面におきましては、生産の効率化等に努めましたが、売上総利益704百万円(前年同期比48百万円増加)、営

業損失3百万円(前年同期は34百万円の損失)、経常利益11百万円(前年同期比3百万円増加)、四半期純利益5百万円

(前年同期は0百万円の損失)となりました。

 

②財政状態

（資産）

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して98百万円減少し、6,854百万円となりました。

これは主に受取手形及び売掛金が183百万円、有形固定資産が79百万円減少した一方、棚卸資産が249百万円増加

したこと等によるものであります。

（負債）

負債合計は、前事業年度末と比較して76百万円減少し、3,532百万円となりました。これは主に長期借入金が58

百万円減少した一方、短期借入金が45百万円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

純資産合計は、四半期純利益が5百万円となり、剰余金の配当が26百万円あったこと等により、22百万円減少の

3,322百万円となりました。

 

(2) 経営方針・経営戦略

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は、５百万円となりました。

なお、当社は、当第３四半期累計期間の研究開発活動の状況について重要な変更はありません。

引続き、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。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。
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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 1,500,000

計 1,500,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年５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 415,841 415,841

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

　単元株式数

　100株

計 415,841 415,841 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

　 2020年１月１日～

 2020年３月31日
－ 415,841 － 412,903 － 348,187

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

新東株式会社(E01219)

四半期報告書

 5/14



（６）【議決権の状況】

　当第３四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（2019年12月31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】

    2020年３月31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 61,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 352,400 3,524 －

単元未満株式 普通株式 1,541 － －

発行済株式総数  415,841 － －

総株主の議決権  － 3,524 －

 

 

②【自己株式等】

    2020年３月31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
61,900 － 61,900 14.88

計 － 61,900 － 61,900 14.88

 

 

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」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

 

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３四半期会計期間（2020年１月１日から2020年３

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2019年７月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

栄監査法人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
　当社は子会社がありませんので、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

(2019年６月30日)
当第３四半期会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 261,898 204,535

受取手形及び売掛金 ※ 1,132,017 948,614

電子記録債権 ※ 202,580 175,680

商品及び製品 1,146,357 1,400,438

仕掛品 17,963 17,762

原材料及び貯蔵品 59,748 55,208

その他 20,369 23,911

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 2,838,936 2,824,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 984,016 931,968

機械装置及び運搬具（純額） 96,304 80,639

土地 2,717,187 2,717,187

その他（純額） 185,286 173,767

有形固定資産合計 3,982,794 3,903,562

無形固定資産 9,108 8,095

投資その他の資産   

投資有価証券 55,256 54,332

その他 68,085 65,570

貸倒引当金 △904 △814

投資その他の資産合計 122,437 119,089

固定資産合計 4,114,340 4,030,747

資産合計 6,953,277 6,854,898

 

EDINET提出書類

新東株式会社(E01219)

四半期報告書

 8/14



 

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2019年６月30日)
当第３四半期会計期間
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 392,837 408,352

電子記録債務 375,248 339,544

短期借入金 2,059,996 2,105,017

未払法人税等 14,421 3,883

賞与引当金 11,352 31,151

その他 369,975 317,217

流動負債合計 3,223,831 3,205,166

固定負債   

長期借入金 58,351 －

退職給付引当金 175,896 181,831

資産除去債務 33,382 33,933

その他 117,563 111,866

固定負債合計 385,194 327,632

負債合計 3,609,026 3,532,798

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 2,695,267 2,674,566

自己株式 △125,108 △125,108

株主資本合計 3,331,250 3,310,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,001 11,550

評価・換算差額等合計 13,001 11,550

純資産合計 3,344,251 3,322,099

負債純資産合計 6,953,277 6,854,898
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　2018年７月１日
　至　2019年３月31日)

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

売上高 4,430,589 4,237,087

売上原価 3,774,240 3,532,300

売上総利益 656,349 704,787

販売費及び一般管理費 ※ 690,998 708,651

営業損失（△） △34,649 △3,863

営業外収益   

受取利息 16 6

受取配当金 1,072 1,124

受取運送料 16,170 16,688

受取保険料 25,377 －

その他 12,503 8,878

営業外収益合計 55,139 26,697

営業外費用   

支払利息 12,139 11,254

その他 40 0

営業外費用合計 12,180 11,254

経常利益 8,309 11,579

特別損失   

投資有価証券評価損 10,274 －

特別損失合計 10,274 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,965 11,579

法人税、住民税及び事業税 11,644 5,742

法人税等調整額 △13,415 －

法人税等合計 △1,770 5,742

四半期純利益又は四半期純損失（△） △194 5,836
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　税金費用の計算方法の変更

　従来、当社の税金費用につきましては、原則的な方法により計算しておりましたが、四半期決算業務の一層の効率

化を図るため、第１四半期会計期間より当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する方法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（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。

 

（四半期貸借対照表関係）

※　四半期会計期間末日満期手形等

　四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。な

お、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2019年６月30日）
当第３四半期会計期間
（2020年３月31日）

受取手形 30,728千円 －千円

電子記録債権 972 －

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半期累計期間

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。

 
前第３四半期累計期間
（自　2018年７月１日
至　2019年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

減価償却費 113,779千円 113,031千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年７月１日　至　2019年３月31日）

１．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

2018年９月27日

定時株主総会
普通株式 26,538 75 2018年６月30日 2018年９月28日 利益剰余金

 

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

１．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

2019年９月26日

定時株主総会
普通株式 26,538 75 2019年６月30日 2019年９月27日 利益剰余金

 

（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2018年７月１日　至2019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。

 

EDINET提出書類

新東株式会社(E01219)

四半期報告書

11/14



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2018年７月１日

至　2019年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）
△0.55円 16.50円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△194 5,836

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又は普通株式に

係る四半期純損失金額（△）（千円）
△194 5,836

普通株式の期中平均株式数（千株） 353 353

（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、前第３四半期累計期間は１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため、当第３四半期累計期間においては、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。

 

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  

 

   2020年５月14日

新東株式会社    

 取締役会　御中  

 

 栄監査法人  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 林　　浩史　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 近藤　雄大　　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

2019年７月１日から2020年６月30日までの第57期事業年度の第３四半期会計期間（2020年１月１日から2020年３月31日ま

で）及び第３四半期累計期間（2019年７月１日から2020年３月31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2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３

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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