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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１四半期累計期間
第47期

第１四半期累計期間
第46期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 1,889,259 1,745,627 12,414,051

経常利益又は経常損失（△） (千円) △229,523 △277,661 575,883

四半期純損失（△）
又は当期純利益

(千円) △160,905 △200,480 345,706

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,266,921 1,266,921 1,266,921

発行済株式総数 (千株) 7,716 7,716 7,716

純資産額 (千円) 2,371,139 2,804,479 2,993,547

総資産額 (千円) 7,125,398 7,935,209 8,284,102

１株当たり四半期純損失金額
（△）又は１株当たり当期純利
益金額

(円) △20.97 △26.13 45.05

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) ― ― 3.00

自己資本比率 (％) 33.2 35.3 36.1
 

(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、関連会社が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46期は潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。また、第46期第１四半期累計期間及び第47期第１四半期累計期間では、１株当たり四半期純

損失であり、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。
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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、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１四半期累計期間における日本経済は、雇用・所得環境は改善傾向にあるものの、新興国経済の減速や英国

のEU離脱をめぐる懸念などから円高、株安となり、金融資本市場が不安定になるなど、景気の先行きは不透明な状

況であります。

また、建設業界においては、建築需要は底堅く堅調に推移しておりますが、労務費や建設資材価格の高止まりに

より、工事採算は厳しい状況にあります。

このような状況のなか、当社は地球環境保全に貢献できる太陽光発電屋根や、従来の金属屋根では対応できな

かったビル・マンションへの防水屋根のほか、高機能・高品質屋根の普及に努めてまいりました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は1,745百万円（前年同期比7.6％減）となり、その内訳は製品売上高

が1,152百万円（前年同期比3.2％減）、請負工事高が593百万円（前年同期比15.0％減）となりました。

損益面におきましては、営業損失は283百万円（前年同期は233百万円の損失）、経常損失は277百万円（前年同

期は229百万円の損失）となりました。また、法人税等調整額を△85百万円計上したことから、四半期純損失は200

百万円（前年同期は160百万円の損失）となりました。

なお、当社の売上高は建設業界固有のマーケット特性により、事業年度の後半に著しく増加する傾向にあり、当

第1四半期の営業利益・経常利益及び四半期純利益はマイナスになっております。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ348百万円減少し、7,935百万円となりました。その主

な要因としては、売上債権の回収増加に伴い受取手形及び売掛金が512百万円、完成工事未収入金が537百万円それ

ぞれ減少したこと、一方で現金及び預金が241百万円増加、生産・仕入の増加に伴い、たな卸資産が312百万円増加

したことなどによるものです。

負債合計は前事業年度末に比べ159百万円減少し、5,130百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務

の決済増に伴い支払手形及び買掛金が684百万円、工事未払金が127百万円それぞれ減少したこと、一方で短期借入

金が374百万円、長期借入金が242百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

純資産合計は、四半期純損失の計上及び配当金の支払いにより、前事業年度末に比べ189百万円減少し2,804百万

円となり、自己資本比率は35.3％になりました。

 
(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、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は24,563千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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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 29,160,000

計 29,160,000
 

 

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28年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年8月10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 7,716,063 7,716,063
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 7,716,063 7,716,063 ― ―
 

 

(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28年４月１日～
平成28年６月30日

― 7,716,063 ― 1,266,921 ― ―
 

 

(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】

① 【発行済株式】

   平成28年６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)
(自己保有株式)        
普通株式　 　 43,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   7,638,000 7,638 ―

単元未満株式 普通株式    　35,063 ― ―

発行済株式総数 7,716,063 ― ―

総株主の議決権 ― 7,638 ―
 

(注)　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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28年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。
　

② 【自己株式等】

  平成28年６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(％)

(自己保有株式)
元旦ビューティ工業
株式会社

神奈川県藤沢市湘南台
１－１－21

43,000 ― 43,000 0.55

計 ― 43,000 ― 43,000 0.55
 

 

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。

 

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28年４月１日から平成28年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年４月1日から平成28年６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、子会社を有していないため、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28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 442,229 683,576

  受取手形及び売掛金 1,662,584 1,149,734

  完成工事未収入金 962,103 424,579

  製品 523,590 585,885

  仕掛品 7,043 6,219

  未成工事支出金 370,051 555,255

  原材料 629,616 695,435

  その他 240,675 337,047

  貸倒引当金 △8,289 △5,104

  流動資産合計 4,829,605 4,432,631

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 645,093 636,797

   機械及び装置（純額） 199,240 203,682

   土地 1,892,712 1,892,712

   その他（純額） 70,418 71,086

   有形固定資産合計 2,807,465 2,804,278

  無形固定資産 51,304 49,674

  投資その他の資産   

   その他 767,611 819,701

   貸倒引当金 △171,885 △171,077

   投資その他の資産合計 595,726 648,624

  固定資産合計 3,454,496 3,502,577

 資産合計 8,284,102 7,935,209

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,502,536 1,818,400

  工事未払金 305,484 177,686

  短期借入金 731,680 1,105,990

  1年内償還予定の社債 40,000 40,000

  未払法人税等 155,827 11,289

  製品保証引当金 27,311 26,995

  その他 470,733 629,026

  流動負債合計 4,233,573 3,809,388

 固定負債   

  長期借入金 538,830 781,600

  退職給付引当金 428,234 434,588

  その他 89,916 105,153

  固定負債合計 1,056,980 1,321,341

 負債合計 5,290,554 5,130,729
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,266,921 1,266,921

  利益剰余金 1,544,095 1,320,599

  自己株式 △16,779 △16,779

  株主資本合計 2,794,237 2,570,740

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 199,310 233,739

  評価・換算差額等合計 199,310 233,739

 純資産合計 2,993,547 2,804,479

負債純資産合計 8,284,102 7,935,209
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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)

          前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 1,889,259 1,745,627

売上原価 1,405,495 1,298,973

売上総利益 483,763 446,654

販売費及び一般管理費 717,277 729,804

営業損失（△） △233,513 △283,149

営業外収益   

 受取配当金 4,531 7,535

 受取賃貸料 4,593 5,173

 その他 10,373 7,867

 営業外収益合計 19,498 20,576

営業外費用   

 支払利息 3,367 3,856

 手形売却損 4,170 3,764

 減価償却費 3,213 2,986

 その他 4,757 4,480

 営業外費用合計 15,508 15,088

経常損失（△） △229,523 △277,661

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 195 －

 特別損失合計 195 －

税引前四半期純損失（△） △229,718 △277,661

法人税、住民税及び事業税 6,527 8,441

法人税等調整額 △75,340 △85,622

法人税等合計 △68,812 △77,181

四半期純損失（△） △160,905 △200,480
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【注記事項】

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額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ります。

 
(四半期貸借対照表関係)

受取手形割引高

 

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

受取手形割引高 1,766,843千円 1,198,415千円
 

 

(四半期損益計算書関係)

　売上高の季節的変動

前第１四半期累計期間（自 平成27年４月１日　至 平成27年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成28年

４月１日　至 平成28年６月30日）

当社の売上高は、最終ユーザーの設備投資等の状況により、事業年度の後半に売上高が著しく増加する傾向にありま

す。

 

(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。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 33,843千円 30,771千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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27年6月29日
定時株主総会

普通株式 61,381 8.00 平成27年３月31日 平成27年6月30日 利益剰余金
 

(注)　１株当たり配当額には、創業５０周年記念配当５円を含んでおります。

 

当第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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28年6月29日
定時株主総会

普通株式 23,016 3.00 平成28年３月31日 平成28年6月30日 利益剰余金
 

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

当社は、金属屋根事業、ならびにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第１四半期累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

当社は、金属屋根事業、ならびにこれらの付帯業務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株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 20円97銭 26円13銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失金額(千円) 160,905 200,480

   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損失金額(千円) 160,905 200,480

   普通株式の期中平均株式数(千株) 7,672 7,672
 

（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、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 【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28年８月９日

元旦ビューティ工業株式会社

　　　　　　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   片　　岡　　久　　依   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   細   野   和   寿　　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」に掲げられている元旦ビューティ

工業株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第47期事業年度の第１四半期会計期間(平成28年４月１日

から平成28年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年６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、元旦ビューティ工業株式会社の平成28年６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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