
  

１．平成24年６月期第３四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成24年３月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

３．平成24年６月期の連結業績予想（平成23年７月１日～平成24年６月30日） 
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  百万円未満切捨て

（１）連結経営成績（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 ％ 

24年６月期第３四半期  6,750  5.9  228  9.6  228  2.9  117  1.1

23年６月期第３四半期  6,374  9.5  208  46.1  222  58.7  116  51.3

（注）  包括利益 24年６月期第３四半期 118百万円 ( ％)1.5 23年６月期第３四半期 116百万円 ( ％)－

  
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 

24年６月期第３四半期  29.63  －

23年６月期第３四半期  29.29  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年６月期第３四半期  9,150  3,318  36.3

23年６月期  9,028  3,230  35.8

（参考）自己資本 24年６月期第３四半期 3,318百万円 23年６月期 3,230百万円 

  
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

23年６月期  － 0.00 －  7.50 7.50

24年６月期  － 0.00 －    

24年６月期（予想）      7.50 7.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  8,871  3.0  151  △37.6  146  △42.7  54  △60.0  13.56

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



４．その他 

新規 －社  （社名）                     除外 －社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年６月期３Ｑ 4,158,417株 23年６月期 4,158,417株

②  期末自己株式数 24年６月期３Ｑ 176,779株 23年６月期 175,979株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年６月期３Ｑ 3,982,126株 23年６月期３Ｑ 3,983,229株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

 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、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務問題の一層の広がりを受け、中国をはじめとする新興国の

成長に鈍化傾向も見られ、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

日本経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞から緩やかな持ち直しが見られましたが、政局の混迷

等の影響により、雇用や所得環境は依然として低迷が続くなど、景気は厳しい状況が続きました。 

当社グループといたしましては、こうした厳しい経営環境に対処するため、効率生産を推進することで、製造

原価の一層の削減に努めてまいりました。また、環境・エネルギー問題に対応した「次世代の屋根」の創造に積

極的に取り組み、太陽光発電システム、赤外線反射率の高い「ＥＣＯブラック４０」等、高付加価値、環境重視

の商品販売に努めてまいりました。 

営業の状況といたしましては、積極的な拡販及び顧客ニーズに対応した営業戦略により、Ｓ形瓦、Ｆ形瓦は増

収となり、売上高は第３四半期において過去最高となりました。 

利益面におきましては、燃料価格が高止まりの状況から、直近では更に急騰しておりますが、売上高の増加に

より、売上総利益、営業利益、経常利益、四半期純利益は、いずれも前年同期を上回りました。 

以上により、売上高 百万円（前年同期比 百万円増加）、売上総利益 百万円（前年同期比 百万

円増加）、営業利益 百万円（前年同期比 百万円増加）、経常利益 百万円（前年同期比 百万円増加）、四

半期純利益 百万円（前年同期比 百万円増加）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して122百万円増加しました。これは主

にたな卸資産103百万円、現金預金43百万円が増加したことに対し、固定資産48百万円が減少したこと等によるも

のであります。 

負債合計は、前連結会計年度末と比較して33百万円増加しました。これは主にその他流動負債（設備支払手

形）114百万円、その他固定負債（長期未払金）58百万円、賞与引当金40百万円が増加したことに対し、役員退職

慰労引当金110百万円、未払法人税等43百万円、借入金34百万円が減少したこと等によるものであります。 

純資産合計は、当四半期純利益により117百万円増加し、配当金29百万円の支払等により、88百万円の増加と

なりました。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成24年２月６日に公表いたしました通期の業績予

想を本日（平成24年５月７日）別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正いたしております。 

売上高は、積極的な拡販及び顧客ニーズに対応した営業戦略により、過去最高の8,871百万円を見込んでおり

ます。 

利益面につきましては、燃料価格の急騰によるコスト増加が懸念されること等により、営業利益151百万円、

経常利益146百万円、当期純利益54百万円を見込んでおります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。     

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

6,750 375 1,110 103

228 19 228 6

117 1

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 592,963 636,647

受取手形及び売掛金 2,241,606 2,250,337

商品及び製品 1,235,712 1,336,823

仕掛品 23,443 20,238

原材料及び貯蔵品 48,690 54,162

その他 38,419 50,345

貸倒引当金 △7,552 △4,192

流動資産合計 4,173,284 4,344,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,586,189 1,526,161

機械装置及び運搬具（純額） 337,155 362,836

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 49,124 70,713

有形固定資産合計 4,648,887 4,636,129

無形固定資産 11,420 14,146

投資その他の資産   

投資有価証券 19,748 21,184

その他 202,508 146,192

貸倒引当金 △27,282 △11,036

投資その他の資産合計 194,975 156,340

固定資産合計 4,855,282 4,806,616

資産合計 9,028,567 9,150,980



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,186,230 1,183,178

短期借入金 3,459,972 3,372,736

未払法人税等 94,316 50,883

賞与引当金 14,061 54,079

その他 500,694 615,523

流動負債合計 5,255,274 5,276,400

固定負債   

長期借入金 275,351 328,149

退職給付引当金 112,039 125,782

資産除去債務 33,755 34,312

役員退職慰労引当金 110,370 －

その他 11,590 67,562

固定負債合計 543,107 555,806

負債合計 5,798,382 5,832,206

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 2,501,300 2,589,429

自己株式 △29,104 △29,325

株主資本合計 3,233,287 3,321,195

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,102 △2,421

その他の包括利益累計額合計 △3,102 △2,421

純資産合計 3,230,185 3,318,773

負債純資産合計 9,028,567 9,150,980



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 6,374,914 6,750,283

売上原価 5,368,194 5,639,854

売上総利益 1,006,720 1,110,429

販売費及び一般管理費 798,159 881,942

営業利益 208,561 228,486

営業外収益   

受取利息 149 76

受取配当金 336 270

受取運送料 18,223 17,019

不動産賃貸料 8,008 7,233

受取保険金 － 4,100

貸倒引当金戻入額 － 2,664

受取補償金 9,622 －

補助金収入 5,032 －

その他 8,670 9,751

営業外収益合計 50,042 41,116

営業外費用   

支払利息 36,200 31,159

固定資産除却損 － 9,521

その他 18 103

営業外費用合計 36,219 40,784

経常利益 222,384 228,818

特別利益   

固定資産売却益 291 －

特別利益合計 291 －

特別損失   

固定資産除却損 399 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,420 －

ゴルフ会員権評価損 450 －

その他 33 －

特別損失合計 23,302 －

税金等調整前四半期純利益 199,373 228,818

法人税、住民税及び事業税 111,050 106,100

法人税等調整額 △28,359 4,721

法人税等合計 82,690 110,821

少数株主損益調整前四半期純利益 116,682 117,997

四半期純利益 116,682 117,997



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 116,682 117,997

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 217 680

その他の包括利益合計 217 680

四半期包括利益 116,900 118,678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 116,900 118,678



該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは、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。 

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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