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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 11,009 △6.2 791 △41.9 775 △41.5 335 △63.2

22年3月期第3四半期 11,735 △15.6 1,362 48.3 1,326 47.1 909 168.7

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

23年3月期第3四半期 10.18 ―

22年3月期第3四半期 27.64 ―

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

23年3月期第3四半期 19,250 9,112 46.7 273.44
22年3月期 19,605 8,840 44.6 265.39

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,999百万円 22年3月期  8,734百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

2.00 2.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 14,000 △7.8 650 △55.9 600 △58.2 300 △68.9 9.12



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・ この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金 
 融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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仮定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】P.2「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 32,930,749株 22年3月期  32,930,749株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  19,657株 22年3月期  19,357株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 32,911,192株 22年3月期3Q 32,912,720株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22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減少傾向で推移するとともに市況が軟

化するなど依然厳しい状況が続いております。 

これに対し当社グループは、操業変動に対応した要員の機動的運用、樹脂管製造設備の集約

等による製造原価削減及び間接部門のスリム化等を推進してきました。また、鋳鉄管、鉄蓋の

性能向上に向けた研究開発も進めてまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、鋳鉄管類の販売価格低下等に

より売上高は前年同期に比べ７億26百万円減少し、110億９百万円となりました。 

損益につきましては、販売費及び一般管理費を１億59百万円削減したものの、売上高減少と

原材料高の影響が大きく営業利益は前年同期に比べ５億70百万円減少し、７億91百万円となり

ました。経常利益についても同様に前年同期に対し５億50百万円減少し、７億75百万円となり

ました。 

特別損失については、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額102百万円を計上しており

ます。 

四半期純利益につきましては、経常利益の減少に加え、前年同期において固定資産売却益

（３億12百万円）を計上していたこともあり、前年同期に対し５億74百万円減少し、３億35百

万円となりました。 

  

平成23年３月期の業績予想は、平成22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。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 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。 

  

 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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３四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。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

１．会計処理基準に関する事項の変更

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ18百万円

減少し、税金等調整前四半期純利益は、121百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は171百万円であります。

２．表示方法の変更

 （四半期連結損益計算書関係）

１.前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産

除却損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では

区分掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の特別損失の

「その他」に含まれる「固定資産除却損」は13百万円であります。

２.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基

づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目を表示しております。
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,858 2,149

受取手形及び売掛金 5,836 4,740

商品及び製品 2,310 2,545

仕掛品 348 346

原材料及び貯蔵品 587 611

その他 353 897

貸倒引当金 △256 △235

流動資産合計 11,038 11,055

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,355 2,531

土地 3,336 3,336

その他（純額） 1,728 1,821

有形固定資産合計 7,420 7,688

無形固定資産 65 87

投資その他の資産 725 773

固定資産合計 8,212 8,549

資産合計 19,250 19,605

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,864 2,434

短期借入金 2,246 2,614

未払法人税等 156 269

賞与引当金 34 152

その他 903 759

流動負債合計 6,204 6,230

固定負債   

長期借入金 2,468 3,193

退職給付引当金 496 473

役員退職慰労引当金 25 43

負ののれん 119 149

その他 822 674

固定負債合計 3,932 4,534

負債合計 10,137 10,764

日本鋳鉄管㈱（5612）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22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 6,881 6,612

自己株式 △3 △3

株主資本合計 8,998 8,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 5

評価・換算差額等合計 0 5

少数株主持分 113 105

純資産合計 9,112 8,840

負債純資産合計 19,250 19,605
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 11,735 11,009

売上原価 8,691 8,696

売上総利益 3,043 2,313

販売費及び一般管理費 1,681 1,521

営業利益 1,362 791

営業外収益   

負ののれん償却額 25 30

その他 36 25

営業外収益合計 62 56

営業外費用   

支払利息 90 65

その他 7 6

営業外費用合計 98 72

経常利益 1,326 775

特別利益   

固定資産売却益 312 10

その他 1 －

特別利益合計 314 10

特別損失   

固定資産除却損 － 31

貸倒引当金繰入額 80 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 102

その他 15 0

特別損失合計 96 134

税金等調整前四半期純利益 1,544 651

法人税、住民税及び事業税 333 184

法人税等調整額 281 122

法人税等合計 614 306

少数株主損益調整前四半期純利益 － 344

少数株主利益 19 9

四半期純利益 909 335
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   該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

     該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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