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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 6,342 △4.7 15 △94.6 37 △87.0 9 △94.8

29年3月期第2四半期 6,654 5.5 292 21.1 289 15.9 179 20.8

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　55百万円 （△75.4％） 29年3月期第2四半期　　224百万円 （46.8％）

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

30年3月期第2四半期 0.29 ―

29年3月期第2四半期 5.46 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年3月期第2四半期 19,232 11,898 60.7 354.56

29年3月期 19,552 11,946 59.9 356.22

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 11,665百万円 29年3月期 11,720百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　平成３０年３月期の期末配当につきましては、現段階では未定とさせていただきます。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 14,500 5.3 530 △7.9 550 △8.3 310 △14.4 9.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 32,930,749 株 29年3月期 32,930,749 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 28,167 株 29年3月期 27,744 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 32,902,945 株 29年3月期2Q 32,903,521 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　 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、添付資料２ページ「（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策効果による雇用・所

得環境の改善により、緩やかな回復基調がみられるものの、中国経済の減速懸念、米国の政策動

向や英国のＥＵ離脱など先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループを取りまく環境は、主力である水道用鋳鉄管類の需要につきましては、全国的に

地方自治体の厳しい財政状況が継続しており、当社製造可能管においては、低水準で推移いたし

ました。

このような環境のなか当社グループは、昨年度に引き続き「鋳鉄管等コア事業の収益力強

化」、「技術競争力の向上」及び「経営環境の変化に耐えうる財務体力の強化」に取り組んでま

いりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなっております。

　

当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、子会社のリサイクル事業が好調に推移し

たものの、販売子会社を含め主力である水道用鋳鉄管類の販売量が減少したため、前年同期と比

べ３億11百万円（前年同期比4.7％）減少し、63億42百万円となりました。

損益につきましては、子会社による売上総利益の改善等はあるものの、水道用鋳鉄管類の売上

高減少影響に加え、原材料価格高騰による売上原価の上昇等により、営業利益は前年同期と比べ

２億76百万円（前年同期比94.6％）減少し、15百万円となりました。経常利益につきましても同

様に、前年同期と比べ２億51百万円（前年同期比87.0％）減少し、37百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、経常利益の減少影響により、前年同期と

比べ１億70百万円（前年同期比94.8％）減少し、９百万円となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期第2四半期（累計）連結業績予想数値との差額（平成29年４月１日～平成29年９月30日）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に
帰属する四半
期純利益

１株当たり四
半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(Ａ) 6,550 110 120 50 1.52

今回発表実績(Ｂ) 6,342 15 37 9 0.29

増減額(Ｂ－Ａ) △207 △94 △82 △40

増減率(％) △3.2 △85.7 △68.6 △81.2

(ご参考)前期第２四半期実績
(平成29年3月期第2四半期)

6,654 292 289 179 5.46

平成30年３月期第２四半期（累計）の連結業績につきましては、主力である水道用鋳鉄管類の

販売量減少影響により、前回予想には届きませんでした。

平成30年３月期通期の連結業績につきましては、平成29年４月26日に発表いたしました業績予

想から変更はありません。

下期につきましては、販売動向等の不透明感が増してきており、現在、改めて精査中であり、

業績予想の修正が必要となれば速やかに開示させていただきたいと考えております。

決算短信（宝印刷） 2017年10月24日 15時43分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



日本鋳鉄管株式会社(5612) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 3 ―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,564 2,603

受取手形及び売掛金 5,088 4,826

商品及び製品 3,354 3,168

仕掛品 316 495

原材料及び貯蔵品 506 529

その他 202 175

貸倒引当金 △50 △46

流動資産合計 11,982 11,752

固定資産

有形固定資産

2,241 2,121

3,293 3,293

1,591 1,631

機械装置及び運搬具

土地

その他

有形固定資産合計 7,126 7,046

無形固定資産 144 136

投資その他の資産 299 297

固定資産合計 7,569 7,480

資産合計 19,552 19,232

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,535 2,494

短期借入金 550 550

未払法人税等 170 54

賞与引当金 135 135

その他 863 737

流動負債合計 4,255 3,971

固定負債

長期借入金 2,000 2,000

役員退職慰労引当金 44 37

退職給付に係る負債 779 798

負ののれん 54 51

その他 471 474

固定負債合計 3,351 3,362

負債合計 7,606 7,334
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,855 1,855

資本剰余金 264 264

利益剰余金 9,830 9,741

自己株式 △5 △5

株主資本合計 11,945 11,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 13

退職給付に係る調整累計額 △237 △203

その他の包括利益累計額合計 △225 △190

非支配株主持分 225 232

純資産合計 11,946 11,898

負債純資産合計 19,552 19,232
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 6,654 6,342

売上原価 5,410 5,356

売上総利益 1,244 986

販売費及び一般管理費 952 970

営業利益 292 15

営業外収益

貸倒引当金戻入額 4 8

設備賃貸料 2 2

その他 15 20

営業外収益合計 22 31

営業外費用

支払利息 7 6

シンジケートローン手数料 15 0

設備賃貸費用 2 2

その他 0 0

営業外費用合計 25 9

経常利益 289 37

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 1 6

特別損失合計 1 6

税金等調整前四半期純利益 288 32

法人税、住民税及び事業税 129 51

法人税等調整額 △34 △39

法人税等合計 95 11

四半期純利益 192 20

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 179 9

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 11

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 1

退職給付に係る調整額 31 33

その他の包括利益合計 31 34

四半期包括利益 224 55

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 210 44

非支配株主に係る四半期包括利益 13 11
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

該当事項はありません。
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