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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49期

第１四半期連結
累計期間

第50期
第１四半期連結
累計期間

第49期

会計期間

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
７月１日
至平成24年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成24年
６月30日

売上高（千円） 2,342,6192,085,4808,821,803

経常利益（千円） 102,486 83,332 194,967

四半期（当期）純利益（千円） 67,614 48,188 79,514

四半期包括利益又は包括利益（千円） 67,412 48,570 79,246

純資産額（千円） 3,267,7293,298,0513,279,341

総資産額（千円） 9,248,4308,849,3848,618,548

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 16.98 12.10 19.97

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（％） 35.3 37.3 38.0

（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、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１四半期連結累計期間において、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。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末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１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州債務問題、中国やインド等をはじめとする新興国の成長の減速によ

り、前年同様、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、震災後の復興需要に後押しされ、緩やかな回復傾向にありますが、長引く円高や政治的行き詰まりの

影響により、雇用や所得環境は依然として低迷が続き、景気は一層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、燃料調達価格が高値、不安定に推移する厳しい外部環境の中、品質管理の強化と

共に、歩留り率や生産効率のさらなる向上に努めてまいりました。また普及著しい太陽光発電システム関連や緑化関

連等、高付加価値で環境配慮型の製品の開発にも注力してまいりました。

売上の状況といたしましては、新規販路及びリフォーム市場の開拓に努め、顧客ニーズに対し迅速・的確に応える

営業体制の構築に努めてまいりましたが、震災復興需要の落ち着きや新築着工戸数の低迷等により、前年比減収とな

りました。

利益面におきましては、売上高減少により、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

下回りました。

以上により、売上高2,085百万円（前年同期比257百万円減少）、売上総利益362百万円（前年同期比28百万円減

少）、営業利益78百万円（前年同期比20百万円減少）、経常利益83百万円（前年同期比19百万円減少）、四半期純利

益48百万円（前年同期比19百万円減少）となりました。

なお、当社グループの事業は、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。

 　

(2) 財政状態の分析

当第１四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230百万円増加し、8,849百万円となりま

した。これは主に売上債権が178百万円、たな卸資産が86百万円増加したことに対し、固定資産が42百万円減少したこ

と等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して212百万円増加し、5,551百万円となりました。これは主に借入金が185百

万円、賞与引当金が38百万円増加したこと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48百万円増加及び配当金29百万円の支払等により、あわせて18百万円増加の

3,298百万円となりました。　
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、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

当社グループは、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。

当社グループ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。

近年需要が拡大している太陽光発電システム関連においては、工具要らずの簡単施工・高いデザイン性・安心防

水・高耐久を実現した太陽光専用「甍ソーラー支持瓦」の製品化に向けて取り組んでおります。

瓦一体型太陽光発電システムの価値をより高めるべく、デザイン性に優れた「セラムＦフラット」に廻り隅瓦・

谷瓦・一体袖瓦を取り揃えた『システム瓦』をラインナップに加えました。

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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、２百万円となりました。

なお、当社グループの事業は、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24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24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

大阪証券取引所

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24年７月１日～

 平成24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24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24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 　176,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,965,000 3,965 －

単元未満株式 普通株式 　 17,417 － －

発行済株式総数 4,158,417 － －

総株主の議決権 － 3,965 －

  

②【自己株式等】

 平成24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
176,000 － 176,000 4.23

計 － 176,000 － 176,000 4.23

　

 

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）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１四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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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）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 593,892 587,957

受取手形及び売掛金 ※
 1,912,718

※
 2,091,385

商品及び製品 1,263,338 1,340,256

仕掛品 27,224 27,808

原材料及び貯蔵品 49,154 57,801

その他 37,552 49,601

貸倒引当金 △3,993 △1,995

流動資産合計 3,879,887 4,152,815

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,479,844 1,464,239

機械装置及び運搬具（純額） 328,096 303,777

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 79,248 68,430

有形固定資産合計 4,563,607 4,512,866

無形固定資産 14,718 13,703

投資その他の資産

投資有価証券 19,729 20,315

その他 154,048 162,733

貸倒引当金 △13,442 △13,050

投資その他の資産合計 160,335 169,998

固定資産合計 4,738,661 4,696,568

資産合計 8,618,548 8,849,384
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 1,118,591

※
 1,115,420

短期借入金 3,107,996 3,343,256

未払法人税等 16,065 51,686

賞与引当金 15,570 54,468

その他 ※
 548,413

※
 502,270

流動負債合計 4,806,637 5,067,101

固定負債

長期借入金 299,820 249,991

退職給付引当金 131,418 133,451

資産除去債務 34,497 34,687

その他 66,833 66,100

固定負債合計 532,570 484,230

負債合計 5,339,207 5,551,332

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 2,550,946 2,569,273

自己株式 △29,325 △29,325

株主資本合計 3,282,711 3,301,039

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,370 △2,988

その他の包括利益累計額合計 △3,370 △2,988

純資産合計 3,279,341 3,298,051

負債純資産合計 8,618,548 8,849,384
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（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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 2,342,619 2,085,480

売上原価 1,951,264 1,723,060

売上総利益 391,355 362,420

販売費及び一般管理費 291,945 283,972

営業利益 99,409 78,447

営業外収益

受取利息 27 16

受取配当金 220 264

受取運送料 5,203 8,023

貸倒引当金戻入額 3,573 2,390

不動産賃貸料 2,458 2,147

その他 2,419 1,430

営業外収益合計 13,902 14,273

営業外費用

支払利息 10,799 9,288

その他 26 100

営業外費用合計 10,825 9,388

経常利益 102,486 83,332

特別損失

固定資産除却損 － 10,857

減損損失 － 6,656

特別損失合計 － 17,513

税金等調整前四半期純利益 102,486 65,819

法人税、住民税及び事業税 31,000 49,000

法人税等調整額 3,872 △31,369

法人税等合計 34,872 17,630

少数株主損益調整前四半期純利益 67,614 48,188

四半期純利益 67,614 48,188
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 67,614 48,188

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △201 382

その他の包括利益合計 △201 382

四半期包括利益 67,412 48,570

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,412 48,570

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更】

　(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

減価償却方法の変更　

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に取得した建物以外の有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　この変更による損益への影響額は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであり

ます。

　
前連結会計年度

（平成24年６月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

受取手形 64,226千円 69,877千円

支払手形 189,437  156,538

流動負債その他（設備関係支払手形） 54,499  21,332

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

結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１四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

減価償却費 55,363千円 59,133千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23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23年９月29日

定時株主総会
普通株式 29,868 7.5平成23年６月30日平成23年９月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成24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24年９月27日

定時株主総会
普通株式 29,862 7.5平成24年６月30日平成24年９月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成23年７月１日　至平成23年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成

24年７月１日　至平成24年９月30日）

　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。

　

（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。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 16.98円 12.10円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 67,614 48,188

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） 67,614 48,188

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,982 3,981

（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。 

　

　

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２４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 大橋　英之　　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24年７月１日から平成25年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成24年

９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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24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１四半期連結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。

　　　　２．四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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