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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46期

第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結
会計期間

第45期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成21年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成19年
７月１日
至平成20年
６月30日

売上高（千円） 6,338,8691,617,3688,450,776

経常利益又は経常損失（△）（千円） 26,234 △35,801 △71,459

四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（千円） 11,657 △21,288 △88,160

純資産額（千円） － 3,109,9113,147,005

総資産額（千円） － 9,687,96510,183,463

１株当たり純資産額（円） － 769.16 757.32

１株当たり四半期純利益金額又は四半期（当期）純損失金額（△）

（円）
2.83 △5.24 △21.22

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 32.10 30.90

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
146,440 － △263,814

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△64,305 － △174,104

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△55,788 － 449,367

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
－ 469,996 443,650

従業員数（名） － 174 194

　（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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. 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46期第３四半期連結累計期間は潜在株式

が存在しないため、第46期第３四半期連結会計期間および第45期は、１株当たり四半期（当期）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。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。また、関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（名） 174 (55)

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

２．臨時雇用者数にはパートタイマー、嘱託契約の従業員、業務請負委託契約の従業員を含んでおります。

３．従業員数は、主に出荷業務の集約化と生産体制の省力化により、前連結会計年度末に比べ20名減少しており

ます。 

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（名） 169 (54)

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

２．臨時雇用者数にはパートタイマー、嘱託契約の従業員、業務請負委託契約の従業員を含んでおります。

３．従業員数は、主に出荷業務の集約化と生産体制の省力化により、前事業年度末に比べ21名減少しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　生産、受注及び販売の状況について、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類別セグメ

ントとの関連は記載しておりません。

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。

取扱品目 金額（千円）

製品瓦  

Ｊ形桟瓦 38,165

Ｊ形役瓦 7,443

Ｓ形桟瓦 46,363

Ｓ形役瓦 3,296

Ｆ形桟瓦 804,695

Ｆ形役瓦 295,899

合計 1,195,864

　（注）１．金額は、平均売価によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の仕入実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。

取扱品目 金額（千円）

商品瓦  

Ｊ形桟瓦 31,959

Ｊ形役瓦 71,767

Ｓ形桟瓦 1,248

Ｓ形役瓦 19,960

Ｆ形桟瓦 7,879

Ｆ形役瓦 97,302

その他の役瓦 2,556

小計 232,675

その他（副資材他） 89,693

合計 322,368

　（注）１．金額は、仕入価格によっております。

　　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注実績

　当社グループは、受注見込みによる生産方式をとっておりますので、該当事項はありません。
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(4）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を取扱品目別に示すと、次のとおりであります。

取扱品目 金額（千円）

製品瓦  

Ｊ形桟瓦 59,147

Ｊ形役瓦 5,924

Ｓ形桟瓦 57,746

Ｓ形役瓦 5,697

Ｆ形桟瓦 632,452

Ｆ形役瓦 189,048

小計 950,017

商品瓦     

Ｊ形桟瓦 34,243

Ｊ形役瓦 84,080

Ｓ形桟瓦 1,389

Ｓ形役瓦 21,586

Ｆ形桟瓦 8,463

Ｆ形役瓦 136,018

その他の役瓦 3,120

小計 288,901

その他（副資材他） 378,449

合計 1,617,368

　（注）１．「その他（副資材他）」には、連結子会社（新東ルーフ株式会社）の工事売上高が含まれております。

２．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は

　　次のとおりであります。 

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
　　至　平成21年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

ミサワホーム株式会社 161,760 10.0

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間の世界経済は、実体経済の急激かつ大幅な悪化が進行し、米国を中心に世界的規模で

景気は深刻な局面で推移しました。

日本経済は、輸出関連産業を中心に大幅な売上減、減産に追い込まれ、経済の先行き不安により雇用環境は急激

に悪化し、景気回復の目処が不透明な未曾有の経済危機に見舞われました。一方、米国はじめ各国は大規模な景気

回復策を実行に移し、危機打開に向けた協調体制を強化しつつあります。 

当社といたしましては、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、当業界では先進的なＱＲコードによる在庫・出荷管理システムを活用し、受

注・出荷サービスの一層の向上と営業基盤の充実に努力してまいりました。

このような状況下、当四半期につきましては、時節要因による不需要期も重なり、売上高は1,617百万円、売上総

利益251百万円、営業損失26百万円、経常損失35百万円、四半期純損失21百万円となりました。

なお、事業の種類別セグメント情報および所在地別セグメント情報の記載を省略しているため、各セグメントと

の関連は記載しておりません。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期連結会計期間

末に比較して、営業活動により259百万円増加し、投資活動により31百万円減少し、財務活動により248百万円減少

となり、あわせて20百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には469百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金の収入は、259百万円となりました。

これは、主に減価償却費84百万円、売上債権の減少520百万円があったのに対し、たな卸資産の増加150百万円、仕

入債務の減少202百万円があったこと等によるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金の支出は、31百万円となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出20百万円等によるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金の支出は、248百万円となりました。

これは、主に借入金の減少243百万円等によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ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。

　テクノセンターにおいては、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・新商品の開発・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。また、燃料消費量削減に向け、自立焼

成、焼成治具の軽量化、焼成条件の最適化などに取り組んでおります。

　引き続き、製品の軽量化や産業廃棄物の有効利用などを目的とした原料開発も継続してまいります。

　なお、当第３四半期連結会計期間における研究開発費の総額は4百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　特に記載すべき事項はありません。
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第４【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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５月15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ジャスダック証券取引所 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）【ライツプランの内容】

　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）

 

 平成21年１月１日～

 平成21年３月31日

　　　　　－ 4,158,417　　　　　－ 412,903　　　　　－ 348,187

 

（５）【大株主の状況】

　　　　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており　　　　　　　　　

　　　　　ません。 
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（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（平成20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】

 平成20年12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    78,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,062,000 4,062 同上

単元未満株式 普通株式    18,417 － －

発行済株式総数 4,158,417 － －

総株主の議決権 － 4,062 －

 

　②【自己株式等】

 平成20年12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
78,000 － 78,000 1.88

計 － 78,000 － 78,000 1.88

　（注）　当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は115,179株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は2.77％で

あります。

  

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月
平成21年
１月

２月 ３月

最高（円） 160 140 130 100 138 133 134 130 133

最低（円） 127 137 97 70 97 120 120 121 130

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、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。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 649,996 613,650

受取手形及び売掛金 1,834,724 2,105,484

商品 279,746 356,003

製品 1,538,419 1,539,566

原材料 14,208 19,289

仕掛品 18,064 21,368

その他 94,286 78,637

貸倒引当金 △5,790 △10,005

流動資産合計 4,423,656 4,723,994

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 1,773,171

※
 1,842,016

機械装置及び運搬具（純額） ※
 546,318

※
 638,064

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） ※
 80,444

※
 78,568

有形固定資産合計 5,076,353 5,235,068

無形固定資産

無形固定資産合計 4,895 5,518

投資その他の資産

投資有価証券 17,368 22,802

その他 192,396 212,145

貸倒引当金 △26,703 △16,066

投資その他の資産合計 183,061 218,881

固定資産合計 5,264,309 5,459,468

資産合計 9,687,965 10,183,463
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 868,878 1,268,828

短期借入金 4,491,640 4,340,090

未払法人税等 3,202 8,361

賞与引当金 44,365 17,064

その他 504,085 583,549

流動負債合計 5,912,171 6,217,893

固定負債

長期借入金 485,510 647,490

退職給付引当金 92,371 82,655

役員退職慰労引当金 87,309 87,276

その他 691 1,141

固定負債合計 665,883 818,563

負債合計 6,578,054 7,036,457

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 2,367,342 2,386,850

自己株式 △15,444 △1,130

株主資本合計 3,112,989 3,146,811

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,078 194

評価・換算差額等合計 △3,078 194

純資産合計 3,109,911 3,147,005

負債純資産合計 9,687,965 10,183,463
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 6,338,869

売上原価 5,438,987

売上総利益 899,881

販売費及び一般管理費 ※
 854,159

営業利益 45,722

営業外収益

受取利息 527

受取配当金 314

不動産賃貸料 9,705

受取運送料 8,484

受取補償金 1,779

その他 6,124

営業外収益合計 26,936

営業外費用

支払利息 46,423

営業外費用合計 46,423

経常利益 26,234

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,040

特別利益合計 3,040

特別損失

固定資産除却損 178

ゴルフ会員権評価損 750

特別損失合計 928

税金等調整前四半期純利益 28,345

法人税、住民税及び事業税 1,170

法人税等調整額 15,517

法人税等合計 16,687

四半期純利益 11,657
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 1,617,368

売上原価 1,366,193

売上総利益 251,175

販売費及び一般管理費 ※
 277,205

営業損失（△） △26,030

営業外収益

受取利息 163

受取配当金 50

不動産賃貸料 3,168

受取運送料 465

その他 1,118

営業外収益合計 4,966

営業外費用

支払利息 14,737

営業外費用合計 14,737

経常損失（△） △35,801

特別損失

固定資産除却損 22

特別損失合計 22

税金等調整前四半期純損失（△） △35,824

法人税、住民税及び事業税 470

法人税等調整額 △15,006

法人税等合計 △14,536

四半期純損失（△） △21,288
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 28,345

減価償却費 239,055

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,422

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,301

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △841

受取補償金 △1,779

支払利息 46,423

固定資産除却損 178

売上債権の増減額（△は増加） 248,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,036

仕入債務の増減額（△は減少） △399,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,946

その他 △96,111

小計 195,738

利息及び配当金の受取額 820

利息の支払額 △46,318

補償金の受取額 1,779

法人税等の支払額 △5,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △140,000

定期預金の払戻による収入 130,000

有形固定資産の取得による支出 △50,889

差入保証金の回収による収入 494

その他 △3,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 14,170,000

短期借入金の返済による支出 △13,977,500

長期借入金の返済による支出 △202,930

自己株式の取得による支出 △14,313

配当金の支払額 △31,044

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26,346

現金及び現金同等物の期首残高 443,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 469,996
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。　

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、それぞれ8,948千円減少しております。

 

【追加情報】

　　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～12年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より９年に変更し

ております。　

　この変更は、平成20年度法人税法改正を契機として利用状況等を見直した結果、耐用年数を変更したものであります。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ14,764千円減少

しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、4,857,574千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、4,623,368千円であ

ります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

給与手当及び賞与 　  232,819千円

賞与引当金繰入額 18,937

退職給付費用 12,127

役員退職慰労引当金繰入額

貸倒引当金繰入額 

7,647

14,894

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

給与手当及び賞与

賞与引当金繰入額     

　     66,753千円

14,162

退職給付費用 2,705

役員退職慰労引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

2,508

14,004

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

※　 現金及び現金同等物の四半期末残高と、四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　　(平成21年３月31日現在)

 

現金及び預金勘定      649,996千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000

現金及び現金同等物 469,996
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　4,158千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　115千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　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20年9月25日

定時株主総会
普通株式 31,165 7.5平成20年6月30日平成20年9月26日利益剰余金

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「瓦製造販売事業」割合が、いずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　なお、瓦売上に付随して発生する屋根工事の施工にかかる工事売上高については、「瓦製造販売事業」に含め

ております。

 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年６月30日）

１株当たり純資産額 769.16円 １株当たり純資産額 757.32円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2.83円

　なお、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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 5.24円

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在

していないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 11,657 △21,288

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又は四半期純損失

（△）（千円）
11,657 △21,288

期中平均株式数（千株） 4,117 4,066

 

 

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成21年４月１日開催の取締役会において、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。取得内容は次の

とおりであります。

（1）取得対象株式の種類　　当社普通株式 

（2）取得する株式の総数　　40万株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　9.89％）

（3）株式の取得価額の総額　　80百万円(上限)

（4）自己株式取得の日程　　平成21年４月２日から平成21年６月30日

 

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２１年５月１２日

新東株式会社    

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 松井　夏樹　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 内山　隆夫　　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

20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

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により行われており、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限定された手続により行われた。

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

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新東株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況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。

 

　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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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