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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,766 △13.0 705 122.2 682 112.6 569 304.4
21年3月期第2四半期 7,780 ― 317 ― 321 ― 140 ―

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2四半期 17.32 ―

21年3月期第2四半期 4.28 ―

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2四半期 20,926 8,511 39.8 253.34
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2四半期  8,338百万円 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

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

21年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 15,600 △12.3 1,200 43.2 1,150 41.2 800 ― 24.31
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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  有  
[(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 

・平成22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。 

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2四半期 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2四半期  18,493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2四半期 32,913,030株 21年3月期第2四半期 32,914,850株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30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低い水準で推移する一方、原材料価格が再び上

昇傾向となるなど厳しい環境となりました。 

当社グループは、不採算品種の黒字化達成（一部撤退）、要員の機動的運用による製造原価の削

減及び間接部門のスリム化などの施策を実施してまいりました。 

その結果、鋳鉄管類の販売量減少に伴い、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ

10億14百万円減少し、67億66百万円となりました。 

損益につきましては、売上高減少の影響はあるものの、不採算品種の黒字化による売上総利益の

改善と販売費及び一般管理費の削減効果が大きく、経常利益は前年同期に対し３億61百万円増加

し、６億82百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、経常利益の増加に加え固定資産売却益３億12百万円を計上したた

め、前年同期に対し４億29百万円増加し５億69百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、209億26百万円と前連結会計年度末と比較して３億73 

百万円減少いたしました。これは主に季節的要因による商品及び製品の増加５億16百万円があるも

のの、設備投資の圧縮及び土地売却に伴う固定資産の減少８億86百万円によるものであります。 

負債合計は、124億14百万円と前連結会計年度末と比較して９億58百万円減少いたしました。これ

は主に課徴金の支払いに伴う訴訟損失引当金の減少10億53百万円によるものであります。 

純資産合計は、85億11百万円と前連結会計年度末に対し５億84百万円増加いたしました。これは

主に四半期純利益による増加５億69百万円によるものであります。 

その結果、自己資本比率は39.8%となりました。 

  

平成22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２四半期連結累計期間  

(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年９月30日)

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第２四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

ないと認められる場合には、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する
方法によっております。

２ たな卸資産の評価方法
当第２四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
場合には、前連結会計年度末における貸借対照表価額を計上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場合には、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２四半期連結累計期間  

(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年９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２四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 （四半期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２四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２四半期連結会

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２四半期連結会計期間末の流動資産の「その他」に含まれる

「貯蔵品」は、438百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四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

「役員退職慰労引当金戻入額」（当第２四半期連結累計期間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２四半期連

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２四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２四半期連結累計期間１百万円）「固定資産除却

損」（当第２四半期連結累計期間４百万円）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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,654 2,430

受取手形及び売掛金 4,654 4,954

商品及び製品 3,499 2,982

仕掛品 325 267

原材料及び貯蔵品 554 575

その他 559 557

貸倒引当金 △206 △238

流動資産合計 12,041 11,529

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,680 2,924

土地 3,359 3,879

その他（純額） 1,941 2,041

有形固定資産合計 7,981 8,845

無形固定資産 96 95

投資その他の資産 807 829

固定資産合計 8,884 9,770

資産合計 20,926 21,300

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,596 2,829

短期借入金 3,893 4,173

未払法人税等 89 229

賞与引当金 169 172

訴訟損失引当金 － 1,053

その他 941 923

流動負債合計 7,690 9,381

固定負債   

長期借入金 3,412 2,788

退職給付引当金 449 447

役員退職慰労引当金 35 50

負ののれん 120 138

その他 705 567

固定負債合計 4,724 3,992

負債合計 12,414 13,373
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,218 5,648

自己株式 △3 △3

株主資本合計 8,335 7,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 2

評価・換算差額等合計 2 2

少数株主持分 173 159

純資産合計 8,511 7,927

負債純資産合計 20,926 21,300
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 （2）【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,780 6,766

売上原価 6,178 5,007

売上総利益 1,602 1,758

販売費及び一般管理費 1,284 1,053

営業利益 317 705

営業外収益   

受取技術料 35 －

負ののれん償却額 17 17

その他 22 26

営業外収益合計 75 44

営業外費用   

支払利息 60 60

その他 10 5

営業外費用合計 71 66

経常利益 321 682

特別利益   

固定資産売却益 0 312

貸倒引当金戻入額 6 31

役員退職慰労引当金戻入額 10 －

その他 － 1

特別利益合計 17 345

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 4 －

たな卸資産評価損 62 －

貸倒引当金繰入額 － 74

その他 8 5

特別損失合計 75 80

税金等調整前四半期純利益 263 947

法人税、住民税及び事業税 80 88

法人税等調整額 31 272

法人税等合計 112 361

少数株主利益 9 16

四半期純利益 140 569

日本鋳鉄管㈱（5612）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

－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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 263 947

減価償却費 570 554

負ののれん償却額 △17 △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 43

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △82 △8

受取利息及び受取配当金 △3 △2

支払利息 60 60

有形固定資産除売却損益（△は益） 4 △306

売上債権の増減額（△は増加） △189 417

たな卸資産の増減額（△は増加） △612 △554

仕入債務の増減額（△は減少） △90 △362

その他 △110 △233

小計 △218 534

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △60 △59

法人税等の支払額 △45 △227

訴訟関連損失の支払額 － △1,053

営業活動によるキャッシュ・フロー △321 △802

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 △256 △125

有形固定資産の売却による収入 1 863

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △256 737

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） 360 △250

長期借入れによる収入 400 1,150

長期借入金の返済による支出 △469 △556

リース債務の返済による支出 △50 △51

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △66 △0

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 171 289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405 223

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 1,577 2,524
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  
前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

 
  

  
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

     該当事項はありません。 

(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 6,803 976 7,780 ─ 7,780

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 41 42 (42) ―

計 6,804 1,017 7,822 (42) 7,780

  営業利益 175 136 311 5 317

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 5,875 890 6,766 ─ 6,766

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 8 9 (9) ―

計 5,876 898 6,775 (9) 6,766

  営業利益 602 103 705 (0) 705

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

(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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