
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本鋳鉄管株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5612 URL http://www.nichu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋田 眞次

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役常務 管理本部長 （氏名） 深澤 寛 TEL 03-3662-5171
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,547 △4.8 94 ― 83 ― 36 ―

21年3月期第1四半期 2,676 ― △52 ― △52 ― △77 ―

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

22年3月期第1四半期 1.12 ―

21年3月期第1四半期 △2.34 ―

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

22年3月期第1四半期 20,604 7,973 37.9 237.35
21年3月期 21,300 7,927 36.5 236.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,811百万円 21年3月期  7,768百万円

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  

    22年3月期 期末の配当につきましては、現時点において未定としております。 

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

21年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

7,000 △10.0 290 △8.6 250 △22.2 140 △0.6 4.25

通期 15,300 △14.0 680 △18.9 600 △26.3 330 ― 10.03
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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  無  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(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 

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。 

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） 22年3月期第1四半期 32,930,749株 21年3月期  32,930,749株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  17,831株 21年3月期  16,614株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 32,913,362株 21年3月期第1四半期 32,915,100株
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当第１四半期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漸減

する一方、主原料である鋼屑の価格が再び上昇傾向となる等、厳しい環境で推移しました。 

当社グループは、工場操業体制の見直しによる効率化、不採算事業（水道用ポリエチレン管、下

水道用レジンコンクリート製品）からの営業撤退及び製造部門、本社部門での更なるコスト削減に

取り組んでまいりました。 

その結果、鋳鉄管類の販売量が減少したため、売上高は１億29百万円（前年同期比△4.8％）減少

し25億47百万円となりました。 

損益につきましては、前述の諸施策に加え、昨年度の価格改定が奏功し、営業利益が１億46百万

円改善し、94百万円（前年同期52百万円の営業損失）となりました。経常利益につきましても、前

年同期に対し１億35百万円改善し、83百万円（前年同期52百万円の経常損失）となりました。 

特別損益につきましては、取引先の倒産に伴い回収不能見込み額として貸倒引当金繰入額を82百

万円を計上する一方、季節要因によって営業債権が減少したため、一般債権に対する貸倒引当金が

減少し貸倒引当金戻入額が84百万円発生いたしました。その結果、四半期純利益は１億13百万円改

善し、36百万円（前年同期77百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当社グループの業績は、売上高が下期に多く計上され、固定費が収益に先行して発生する

ことから、第２四半期連結累計期間までは売上高に対する費用負担が大きくなる傾向にあります。 

  

当第１四半期末の資産合計は、206億４百万円と前連結会計年度末と比較して６億95百万円減少い

たしました。 

これは、現金及び預金の増加５億51百万円、商品及び製品の増加６億52百万円があったものの、

受取手形及び売掛金が17億27百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は、126億31百万円と前連結会計年度末と比較して７億41百万円減少いたしました。これ

は支払手形及び買掛金の減少６億41百万円等によるものです。 

純資産合計は、79億73百万円と前連結会計年度末と比較して45百万円増加いたしました。これは

四半期純利益36百万円と、その他有価証券評価差額金の増加６百万円等によるものです。その結

果、自己資本比率は37.9%となっております。 

  

平成22年３月期の業績予想は、平成21年４月28日に発表いたしました業績予想に変更はございま

せん。 

・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１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年６月30日)

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四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 たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年

度末の実地たな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。

また、営業循環過程から外れたたな卸資産で、前連結会計年度末において帳簿価額を処分可能価

額まで切り下げているものについては、前連結会計年度末以降に著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末における貸借対照表価額を計上しております。

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１四半期連結累計期間  

(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年６月30日)

会計処理基準に関

する事項の変更

○ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上

かつ工期が１年超の工事については工事進行基準を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当連

結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、当連結会計年度の第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性

が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これによる、当第１四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。

表示方法の変更 （連結貸借対照表関係）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令

第50号）が適用となり、前第１四半期連結会計期間末において「商品」「製

品」「原材料」「仕掛品」として掲記していたものは、当第１四半期連結会

計期間末においては「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。

なお、前第１四半期連結会計期間末の流動資産の「その他」に含まれる

「原材料及び貯蔵品」は、457百万円であります。

（連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間において区分掲記しておりました特別利益の

「固定資産売却益」（当第１四半期連結累計期間１百万円）「役員退職慰労

引当金戻入額」（当第１四半期連結累計期間１百万円）は金額が僅少であ

り、特別利益合計額に占める割合が低いため、当第１四半期連結累計期間に

おいては、特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

前第１四半期連結累計期間において区分掲記しておりました特別損失の

「固定資産売却損」（当第１四半期連結累計期間０百万円）は金額が僅少で

あり、特別損失合計額に占める割合が低いため、当第１四半期連結累計期間

においては、特別損失の「その他」に含めて表示しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,981 2,430

受取手形及び売掛金 3,226 4,954

商品及び製品 3,635 2,982

仕掛品 299 267

原材料及び貯蔵品 531 575

その他 484 557

貸倒引当金 △153 △238

流動資産合計 11,005 11,529

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,777 2,924

土地 3,879 3,879

その他（純額） 2,013 2,041

有形固定資産合計 8,670 8,845

無形固定資産 89 95

投資その他の資産 839 829

固定資産合計 9,599 9,770

資産合計 20,604 21,300

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,187 2,829

短期借入金 4,007 4,173

未払法人税等 13 229

賞与引当金 297 172

訴訟損失引当金 1,053 1,053

その他 837 923

流動負債合計 8,396 9,381

固定負債   

長期借入金 2,893 2,788

退職給付引当金 461 447

役員退職慰労引当金 31 50

負ののれん 129 138

その他 718 567

固定負債合計 4,235 3,992

負債合計 12,631 13,373
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 5,684 5,648

自己株式 △3 △3

株主資本合計 7,802 7,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 2

評価・換算差額等合計 9 2

少数株主持分 161 159

純資産合計 7,973 7,927

負債純資産合計 20,604 21,300
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（2）【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,676 2,547

売上原価 2,137 1,918

売上総利益 538 629

販売費及び一般管理費 591 534

営業利益又は営業損失（△） △52 94

営業外収益   

受取技術料 14 －

負ののれん償却額 8 8

その他 11 12

営業外収益合計 33 21

営業外費用   

支払利息 27 29

その他 5 3

営業外費用合計 33 32

経常利益又は経常損失（△） △52 83

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 6 84

役員退職慰労引当金戻入額 10 －

その他 － 2

特別利益合計 16 86

特別損失   

固定資産売却損 0 －

たな卸資産評価損 62 －

貸倒引当金繰入額 － 82

その他 8 0

特別損失合計 71 82

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△106 87

法人税、住民税及び事業税 15 17

法人税等調整額 △48 28

法人税等合計 △33 46

少数株主利益 3 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77 36

                                     

日本鋳鉄管㈱（5612）平成22年３月期　第１四半期決算短信

－8－



（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△106 87

減価償却費 276 276

負ののれん償却額 △8 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 107 125

退職給付引当金の増減額（△は減少） △68 △2

受取利息及び受取配当金 △3 △2

支払利息 27 29

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,484 1,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,065 △640

仕入債務の増減額（△は減少） △264 △648

その他 △87 △91

小計 286 921

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △20 △16

法人税等の支払額 △51 △232

営業活動によるキャッシュ・フロー 218 675

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 △151 △36

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 － △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △38

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） △286 △180

長期借入れによる収入 － 350

長期借入金の返済による支出 △125 △230

リース債務の返済による支出 △24 △25

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △66 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △502 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △436 551

現金及び現金同等物の期首残高 1,983 2,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,547 2,851
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
（注）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 各事業区分の主要製品名又は事業の内容 

   
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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 2,245 431 2,676 ─ 2,676

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 19 19 (19) ―

計 2,245 450 2,696 (19) 2,676

  営業利益又は 
  営業損失(△) △ 109 51 △ 57 5 △ 52

事業区分 主要製品名又は事業の内容

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

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製品、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
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
（注）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 各事業区分の主要製品名又は事業の内容 

 
     

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

   本邦以外の国または地域には所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

   本邦以外の国または地域には所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

     該当事項はありません。 

  

  

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 2,114 432 2,547 ─ 2,547

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 3 3 (3) ―

計 2,115 436 2,551 (3) 2,547

  営業利益 37 56 94 0 94

事業区分 主要製品名又は事業の内容

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

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製品、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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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