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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 13,905 ― 918 ― 902 ― 338 ―

20年3月期第3四半期 13,352 7.0 333 246.1 320 222.7 170 309.0

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

21年3月期第3四半期 10.29 ―

20年3月期第3四半期 5.19 ―

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

21年3月期第3四半期 23,464 9,406 39.4 281.10
20年3月期 22,337 9,155 40.4 274.02

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,252百万円 20年3月期  9,019百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
21年3月期 ― 2.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 17,500 1.3 680 103.5 650 106.1 140 5.3 4.25

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・平成21年3月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 ・上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり 
  ます。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
  針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  32,930,749株 20年3月期  32,930,749株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  16,614株 20年3月期  15,649株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  32,914,649株 20年3月期第3四半期  32,916,578株
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当第３四半期累計期間(平成20年４月1日～平成20年12月31日)における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が期首より低い水準で推移するなか、原材料価格が大きく

変動するという極めて不安定な環境で推移しました。 

当社グループは原材料価格の急激な上昇を受け、平成20年６月と９月に水道用鋳鉄管類の値上げ

を実施し、その後、新価格の市場への浸透に努めてまいりました。 

その結果、前年同期に対し鋳鉄管類の販売量は減少したものの、同製品の販売価格を改定したこ

とに加え連結子会社での鋳物製品、リサイクル事業等が拡大したため、売上高は前年同期に比べ５

億53百万円増加し、139億５百万円となりました。 

損益につきましては、原材料価格高騰により製造原価は大幅に上昇しましたが、水道用鋳鉄管類

の価格改定と、製造部門及び本社部門におけるコスト削減の結果、経常利益が前年同期に対し５億

81百万円改善し、９億２百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、たな卸資産評価損及び投資有価証券評価損の発生があったもの

の、経常利益の大幅な増加により前年同期に対し１億6７百万円増加し３億38百万円となりました。

なお、前年同期からの増減金額は参考として記載しております。 

  

当第３四半期末の資産合計は、234億64百万円と前連結会計年度末と比較して11億26百万円増加し

ました。これは、季節的要因による受取手形及び売掛金の増加22億34百万円、製品の減少９億42百

万円等によるものです。 

負債合計は、140億58百万円と前連結会計年度末と比較して８億75百万円増加しました。これは主

に借入金の増加４億26百万円によるものです。 

純資産合計は、94億６百万円と前連結会計年度末に対し２億50百万円増加しました。これは主に

四半期純利益による増加３億38百万円と配当による減少１億円31百万円によるものです。その結

果、自己資本比率は39.4%となっております。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

 
  

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連

結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定しております。

２ 棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

ては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。

３ 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積

りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。

４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連

結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。
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(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

１ 会計処理基準に関する事項の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会

計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成

しております。

２ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

従来、たな卸資産については主として、移動平均

法による原価法によっておりましたが、当連結会計

年度の第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」（企業会計基準委員会   平成

18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたこ

とに伴い、主として、移動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売上総

利益、営業利益及び経常利益が283百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は456百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇

所に記載しております。

３ リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度の第

１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リ

ース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方

法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料期

末残高相当額（利息相当額込み）を取得価額として

取得したものとしてリース資産に計上する方法によ

っております。

これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益

に与える影響はありません。
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５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,667 2,113

受取手形及び売掛金 7,252 5,018

商品 78 81

製品 3,043 3,986

原材料 145 169

仕掛品 414 255

その他 893 867

貸倒引当金 △28 △35

流動資産合計 13,467 12,455

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 3,100 3,517

土地 3,888 3,359

その他（純額） 2,113 1,972

有形固定資産合計 9,102 8,849

無形固定資産 106 203

投資その他の資産 787 829

固定資産合計 9,996 9,882

資産合計 23,464 22,337

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,481 3,451

短期借入金 4,500 3,790

未払法人税等 356 50

賞与引当金 41 165

その他 880 789

流動負債合計 9,260 8,249

固定負債   

長期借入金 3,089 3,372

退職給付引当金 444 469

役員退職慰労引当金 46 87

訴訟損失引当金 217 217

負ののれん 146 172

その他 852 614

固定負債合計 4,797 4,933

負債合計 14,058 13,182
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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3月31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 7,131 6,924

自己株式 △3 △3

株主資本合計 9,249 9,042

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △23

評価・換算差額等合計 2 △23

少数株主持分 154 136

純資産合計 9,406 9,155

負債純資産合計 23,464 22,337
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,905

売上原価 10,996

売上総利益 2,908

販売費及び一般管理費 1,989

営業利益 918

営業外収益  

受取技術料 35

負ののれん償却額 25

その他 32

営業外収益合計 93

営業外費用  

支払利息 94

その他 16

営業外費用合計 110

経常利益 902

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 7

役員退職慰労引当金戻入額 10

特別利益合計 18

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 16

投資有価証券評価損 81

たな卸資産評価損 172

その他 8

特別損失合計 279

税金等調整前四半期純利益 640

法人税、住民税及び事業税 372

法人税等調整額 △90

法人税等合計 282

少数株主利益 19

四半期純利益 338
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 （3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12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 640

減価償却費 847

負ののれん償却額 △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △124

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 94

有形固定資産除売却損益（△は益） 16

投資有価証券評価損益（△は益） 81

売上債権の増減額（△は増加） △2,073

たな卸資産の増減額（△は増加） 806

仕入債務の増減額（△は減少） 23

その他 100

小計 300

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △82

法人税等の支払額 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー 141

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △805

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △804

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 548

長期借入れによる収入 550

長期借入金の返済による支出 △672

リース債務の返済による支出 △75

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △131

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △445

現金及び現金同等物の期首残高 1,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,537
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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１ 事業区分は、販売市場の類似性により区分しております。 

２  会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 
「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」２に記載のとお

り、従来、たな卸資産については主として、移動平均法による原価法によっておりましたが、当
連結会計年度の第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
準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として、移動平
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）に変更
をしております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益はダクタ

イル鋳鉄関連が247百万円、樹脂管・ガス関連が36百万円それぞれ減少をしております。 

３  事業区分方法の変更 

従来、事業区分の方法は製造方法、製品の類似性により「ダクタイル鋳鉄製品」、「エンジニ
アリング事業」、「樹脂管・倉庫その他」で区分しておりましたが、ガス用配管材等の保管及び
輸送、産業廃棄物の収集、運搬及び積み替え保管、古鉄類の販売など非製造部門の事業が拡大
し、従来の区分方法では事業の実態を適切に反映することができなくなったため、当連結会計年
度の第１四半期連結会計期間より、事業の実態をより適切に反映し、事業の種類別セグメント情
報の有用性を高めるため、販売市場・顧客の種類・業界に特有の規制環境等の類似性を考慮して
組織されている事業活動の構成単位を新しい区分とする方法に変更をしております。 

  

 

(5) セグメント情報

ダクタイル 
鋳鉄関連 
(百万円)

樹脂管・
ガス関連  
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,349 1,555 13,905 ─ 13,905

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 46 48 (48) ―

計 12,352 1,602 13,954 (48) 13,905

  営業利益 777 131 909 9 918

従来 当期

事業区分の方法
製造方法、製品の類似性に
より区分

事業区分の方法
販売市場の類似性により
区分

事業区分 主要製品名又は事業の内容 事業区分 主要製品名又は事業の内容

ダクタイル鋳鉄製品
ダクタイル鋳鉄管、異形
管、FEM鉄蓋

ダクタイル鋳鉄関連

水道用ダクタイル鋳鉄管、
水道用異形管、上下水道用
FEM鉄蓋、水道用付属部品、
水道施設工事業、土木工事
業、エンジニアリング事業

エンジニアリング事業
水道施設工事業、土木工事
業、エンジニアリング事業

樹脂管・倉庫その他

ポリエチレン管、レジンコ
ンクリート管、付属部品、
ガス用配管材等の保管及び
輸送、産業廃棄物の収集、
運搬及び積み替え保管、古
鉄類(金属、樹脂等)の販売

樹脂管・ガス関連

ガス用ダクタイル鋳鉄管、
ガス用異形管、ガス用FEM鉄
蓋、ガス用付属部品、ポリ
エチレン管、レジンコンク
リート管、ガス用配管材等
の保管及び輸送、産業廃棄
物の収集、運搬及び積み替
え保管、古鉄類（金属、樹
脂等）の販売
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 該当事項はありません。 

  

   
   なお、当第３四半期連結累計期間のセグメント情報を、前連結会計年度において用いた事業区
分の方法により区分すると次のようになります。     

ダクタイル 
鋳鉄製品 
(百万円)

エンジニア
リング事業 
(百万円)

樹脂管・倉庫
その他 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

11,307 126 2,472 13,905 ― 13,905

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 ─ 46 48 (48) ―

計 11,309 126 2,518 13,954 (48) 13,905

  営業利益 
  又は営業損失(△)

635 △28 301 909 9 918

  (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前年同四半期に係る財務諸表等 

    (1) 前四半期連結損益計算書 

「参考」

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 13,352 100.0

Ⅱ 売上原価 10,918 81.8

   売上総利益 2,433 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,100 15.7

   営業利益 333 2.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 0

 ２ 技術協力収入 44

 ３ 負ののれん償却額 25

 ４ その他 37 108 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 93

 ２ 手形売却損 19

 ３ その他 8 121 0.9

   経常利益 320 2.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 0

 ２ 貸倒引当金戻入益 9 9 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 0

 ２ 固定資産除却損 2

 ３ 減損損失 34 37 0.3

   税金等調整前四半期純利益 293 2.2

   法人税、住民税及び事業税 73

   法人税等調整額 41 115 0.9

   少数株主利益 7 0.0

     四半期純利益 170 1.3
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