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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71期

第１四半期連結
累計期間

第72期
第１四半期連結

累計期間
第71期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (千円) 4,561,299 4,795,220 21,018,614

経常利益 (千円) 130,818 204,375 1,300,600

四半期(当期)純利益 (千円) 69,672 148,046 774,984

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 115,808 184,277 870,873

純資産額 (千円) 9,359,884 10,296,619 10,112,397

総資産額 (千円) 18,881,770 20,098,608 20,179,946

１株当たり四半期(当期)純利益金
額

(円) 1.45 3.09 16.17

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 (％) 49.5 51.2 50.0
 

(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、消費税等は含みません。

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）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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】

該当事項はありません。

　

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す。

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済金融政策を背景に企業収益や雇用環境が改善

されるなど、緩やかな回復傾向が見られたものの、消費税率引き上げによる消費の停滞や円安による輸入品価格の

上昇等により、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　建設業界及び合成樹脂加工品業界におきましては、需要に回復傾向がみられるものの、販売競争の激化、原材料

価格の高止まり等により引き続き厳しい状況が続いております。

　当社グループはこのような状況の下、営業力の強化と積極的な販売活動に努めてまいりました結果、当第１四半

期連結累計期間の連結売上高は、47億95百万円(前年同期比5.1%増)となりました。

　損益面につきましては、当第１四半期連結累計期間においても徹底したコストダウン及び諸経費の削減などの諸

施策を実施してまいりました結果、営業利益は１億81百万円(前年同期比66.0%増)、経常利益は２億４百万円(前年

同期比56.2%増)、四半期純利益は１億48百万円(前年同期比112.5%増)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

[合成樹脂加工品事業]

　主力の建材製品は、国内床材、防水資材、住宅資材、壁装用品が売上増となりましたが、輸出用床材は売上減とな

りました。また、産業資材製品は、車両用床材及び欧米向けフイルムが売上増となりました。

　この結果、売上高は46億96百万円（前年同期比5.2%増）、営業利益は１億５百万円（前年同期比221.3%増）となり

ました。

[不動産賃貸事業]

　不動産賃貸料収入は、売上高は99百万円（前年同期と同額）、営業利益は76百万円（前年同期比0.4%減）となりま

した。
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(2)　財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度より81百万円減少し、200億98百万円となりました。そ

の主な原因といたしましては、商品及び製品が３億85百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が４億89百万円

減少したことによるものです。

　負債の部では、前連結会計年度より２億65百万円減少し、98億１百万円となりました。その主な原因といたしま

しては、長期借入金が６億９百万円増加したものの、短期借入金が５億76百万円、未払法人税等が２億81百万円そ

れぞれ減少したことによるものです。

　純資産の部では、前連結会計年度より１億84百万円増加し、102億96百万円となりました。その主な原因といたし

ましては、利益剰余金が１億48百万円増加したことによるものです。

(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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は68百万円です。
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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 90,000,000

計 90,000,000
 

　

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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８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 48,253,094   同左
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1,000株です。

計 48,253,094   同左 ― ―
 

　

(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26年６月30日 ─ 48,253,094 ─ 5,007,917 ─ 4,120,573
 

　

EDINET提出書類

ロンシール工業株式会社(E01103)

四半期報告書

 5/18



 

(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。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26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) 
                       (注)１

(自己保有株式)
普通株式 331,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

47,605,000
47,605 ―

単元未満株式          (注)２
普通株式
317,094

― ―

発行済株式総数 48,253,094 ― ―

総株主の議決権 ― 47,605 ―
 

(注) １　「完全議決権株式（自己株式等)」の331,000株は、全て当社保有の自己株式です。

２　「単元未満株式」の中には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式500株及び

当社所有の自己株式68株が含まれています。

３　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26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26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)
ロンシール工業㈱

東京都墨田区緑四丁目
15番３号

331,000 ─ 331,000 0.68

計 ― 331,000 ─ 331,000 0.68
 

(注)　このほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が500株及び当社所有の自己株

式が68株あります。

　

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26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、聖橋監査法人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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,968,279 3,970,090

  受取手形及び売掛金 6,166,832 5,677,704

  電子記録債権 407,941 388,777

  商品及び製品 2,409,818 2,795,497

  仕掛品 114,623 121,493

  原材料及び貯蔵品 711,113 712,083

  その他 ※  495,584 ※  467,607

  貸倒引当金 △4,499 △2,193

  流動資産合計 14,269,695 14,131,060

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 9,481,082 9,481,082

   機械装置及び運搬具 9,567,994 9,574,967

   工具、器具及び備品 3,266,352 3,300,873

   土地 2,434,412 2,434,412

   リース資産 171,201 5,097

   建設仮勘定 69,273 84,592

   減価償却累計額 △19,832,561 △19,736,151

   有形固定資産合計 5,157,755 5,144,874

  無形固定資産   

   その他 71,813 65,141

   無形固定資産合計 71,813 65,141

  投資その他の資産   

   投資有価証券 530,321 607,910

   その他 174,542 173,801

   貸倒引当金 △24,181 △24,181

   投資その他の資産合計 680,682 757,531

  固定資産合計 5,910,251 5,967,547

 資産合計 20,179,946 20,098,608
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,811,238 2,926,806

  電子記録債務 1,818,751 1,837,816

  短期借入金 1,921,304 1,345,012

  未払法人税等 358,115 76,703

  賞与引当金 207,954 125,431

  引当金 25,694 25,694

  その他 1,110,888 1,003,660

  流動負債合計 8,253,944 7,341,123

 固定負債   

  長期借入金 746,184 1,355,650

  預り保証金 938,019 961,724

  退職給付に係る負債 68,027 64,518

  その他 61,373 78,972

  固定負債合計 1,813,603 2,460,865

 負債合計 10,067,548 9,801,988

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,007,917 5,007,917

  資本剰余金 4,120,573 4,120,573

  利益剰余金 896,424 1,044,470

  自己株式 △41,892 △41,948

  株主資本合計 9,983,022 10,131,013

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 141,484 192,085

  為替換算調整勘定 △25,081 △39,749

  その他の包括利益累計額合計 116,403 152,335

 少数株主持分 12,971 13,270

 純資産合計 10,112,397 10,296,619

負債純資産合計 20,179,946 20,098,608
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 4,561,299 4,795,220

売上原価 3,076,421 3,193,676

売上総利益 1,484,877 1,601,544

販売費及び一般管理費 1,375,262 1,419,590

営業利益 109,615 181,953

営業外収益   

 受取利息 151 72

 受取配当金 9,945 9,675

 不動産賃貸料 15,505 15,408

 為替差益 3,544 1,829

 その他 7,636 6,960

 営業外収益合計 36,782 33,946

営業外費用   

 支払利息 13,403 9,129

 その他 2,175 2,396

 営業外費用合計 15,579 11,525

経常利益 130,818 204,375

特別利益   

 固定資産売却益 - 0

 特別利益合計 - 0

特別損失   

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 130,818 204,376

法人税、住民税及び事業税 95,095 74,439

法人税等調整額 △34,225 △18,737

法人税等合計 60,869 55,702

少数株主損益調整前四半期純利益 69,949 148,673

少数株主利益 276 627

四半期純利益 69,672 148,046
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 69,949 148,673

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 3,804 50,600

 為替換算調整勘定 42,054 △14,996

 その他の包括利益合計 45,859 35,604

四半期包括利益 115,808 184,277

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 114,515 183,978

 少数株主に係る四半期包括利益 1,292 299
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　

(追加情報)

該当事項はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※　　手形債権の流動化による譲渡高は次のとおりです。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

受取手形の債権流動化による譲渡高 131,432千円 125,087千円
 

なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の保留金額（前連結会計年度52,493千円、当第１四半期連結会計

期間50,259千円）を、流動資産のその他に含めて表示しております。

　

(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、次のとおりです。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 74,767千円 78,527千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上

額(注)合成樹脂加工品事業 不動産賃貸事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,462,240 99,059 4,561,299 ― 4,561,299

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,462,240 99,059 4,561,299 ― 4,561,299

セグメント利益 32,891 76,723 109,615 ― 109,615
 

(注)　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２合成樹脂加工品事業 不動産賃貸事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,696,161 99,059 4,795,220 ― 4,795,220

セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,696,161 99,059 4,795,220 ― 4,795,220

セグメント利益 105,668 76,436 182,105 △151 181,953
 

（注） １ セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用151千円が含まれております。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない減価償却費です。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(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、以下のとおりです。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1.45円 　3.09円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 69,672 148,046

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) 69,672 148,046

普通株式の期中平均株式数(千株) 47,927 47,921
 

(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26年８月８日

ロンシール工業株式会社

取締役会　御中

 

聖橋監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   平   山     　　昇   印

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   朝   長   義   郎   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」に掲げられているロンシール工業

株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日

から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６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、ロンシール工業株式会社及び連結子会社の平成26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．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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