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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 3,458 19.4 △19 ― △19 ― △24 ―

29年3月期第2四半期 2,896 △11.1 △129 ― △140 ― △119 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　△24百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△116百万円 （―％）

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 △2.01 ―

29年3月期第2四半期 △9.99 ―

(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 6,779 2,010 29.7 167.85

29年3月期 6,802 2,070 30.4 172.86

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 2,010百万円 29年3月期 2,070百万円

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） ― 3.00 3.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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 8,000 6.0 270 0.2 260 3.1 160 8.2 13.36

（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 12,028,480 株 29年3月期 12,028,480 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 51,375 株 29年3月期 49,915 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 11,977,843 株 29年3月期2Q 11,979,138 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。



ネポン株式会社(7985) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

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 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

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 ……………………………………………………………………………… 3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 4

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 6

（４）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） …………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 7

決算短信（宝印刷） 2017年10月31日 17時50分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ネポン株式会社(7985) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

2

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、雇用環境の改善や個人消費の増加等により景気は緩やかに回復傾

向にあったものの、アジアを中心とした新興国の経済成長の鈍化等、先行き不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の中で、当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)は『お客様が求める環境作りのために私

たち(社員)はお客様の声を起点に農と住の明日を創造する会社を目指します』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化

や新製品の開発に取り組んでまいりました。

　当社グループが主力としております熱機器事業の農用機器は、積極的な営業活動に注力した結果、前年同期を上回る

結果となりました。汎用機器は拡販活動に注力しましたが、厳しい市場環境において売上が伸び悩みました。

　以上の結果、熱機器事業の売上高は31億５千２百万円(前年同期比23.4%増)となりました。

　また、衛生機器事業においては、便槽を中心とした拡販活動等に注力しましたが、簡易水洗便器市場の縮小等により、

売上高は２億８千４百万円(前年同期比11.9%減)となりました。

　その他事業においては、売上高は２千１百万円(前年同期比17.2%増)となりました。

　以上の結果により、売上高は34億５千８百万円(前年同期比19.4%増)となりました。

　損益面においては、売上高の増加に伴い営業損失は１千９百万円(前年同期１億２千９百万円の営業損失)、経常損失

は１千９百万円(前年同期１億４千万円の経常損失)となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は２千４百万円(前年同

期１億１千９百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　(資産)

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が２億６千９百万円、棚

卸資産が３億３百万円増加しましたが、売上債権が５億９千２百万円減少したこと等により１千６百万円の減少となり

ました。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ、無形固定資産が１千万円増加しましたが、有形固定資産が減価償却等により

２千９百万円減少したこと等により７百万円の減少となりました。

　以上の結果、総資産は67億７千９百万円となりました。

　(負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、仕入債務が１億１千万円減少したこと

等により９千４百万円の減少となりました。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ、社債が１億２千万円減少しましたが、長期借入金が２億３千９百万円増加し

たこと等により、１億３千１百万円の増加となりました。

　(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ、親会社株主に帰属する四半期純損失を２

千４百万円計上したこと等により６千万円の減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、平成29年10月31日に公表いたしました数値から変更しておりません。
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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：千円)
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 380,704 650,168

受取手形及び売掛金 2,941,646 2,349,469

商品及び製品 565,894 724,419

仕掛品 223,839 249,231

原材料及び貯蔵品 634,436 753,769

その他 131,925 134,205

貸倒引当金 △5,096 △4,102

流動資産合計 4,873,350 4,857,161

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 632,748 614,616

その他（純額） 578,851 567,531

有形固定資産合計 1,211,599 1,182,147

無形固定資産 157,146 167,221

投資その他の資産

その他 560,770 572,934

貸倒引当金 △241 △335

投資その他の資産合計 560,529 572,599

固定資産合計 1,929,275 1,921,968

資産合計 6,802,626 6,779,129

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,306,738 1,196,185

短期借入金 602,296 697,667

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 55,603 37,139

賞与引当金 141,339 146,496

その他 326,746 260,360

流動負債合計 2,672,724 2,577,848

固定負債

社債 410,000 290,000

長期借入金 610,825 850,263

役員退職慰労引当金 80,659 83,299

退職給付に係る負債 843,142 864,032

資産除去債務 14,080 14,080

その他 100,582 89,241

固定負債合計 2,059,289 2,190,916

負債合計 4,732,013 4,768,765

純資産の部

株主資本

資本金 601,424 601,424

資本剰余金 480,463 480,463

利益剰余金 977,739 917,847

自己株式 △8,135 △8,450

株主資本合計 2,051,490 1,991,284

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,482 30,449

為替換算調整勘定 △943 △1,661

退職給付に係る調整累計額 △9,416 △9,708

その他の包括利益累計額合計 19,121 19,079

純資産合計 2,070,612 2,010,364

負債純資産合計 6,802,626 6,779,129
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
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 2,896,403 3,458,899

売上原価 1,868,072 2,160,517

売上総利益 1,028,331 1,298,381

販売費及び一般管理費 1,158,172 1,317,384

営業損失（△） △129,841 △19,002

営業外収益

受取利息 87 42

受取配当金 1,596 1,576

受取地代家賃 4,200 4,200

受取保険金 － 3,331

その他 4,518 4,478

営業外収益合計 10,402 13,629

営業外費用

支払利息 10,255 9,295

為替差損 4,352 －

その他 6,556 5,145

営業外費用合計 21,164 14,441

経常損失（△） △140,603 △19,815

特別利益

投資有価証券売却益 － 4,559

収用補償金 － 29,598

特別利益合計 － 34,158

特別損失

固定資産除却損 3,393 443

会員権評価損 － 650

固定資産圧縮損 － 26,691

特別損失合計 3,393 27,785

税金等調整前四半期純損失（△） △143,997 △13,442

法人税、住民税及び事業税 8,853 26,252

法人税等調整額 △33,138 △15,640

法人税等合計 △24,285 10,611

四半期純損失（△） △119,711 △24,054

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △119,711 △24,054
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
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)

四半期純損失（△） △119,711 △24,054

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,564 967

為替換算調整勘定 △278 △717

退職給付に係る調整額 820 △291

その他の包括利益合計 3,105 △42

四半期包括利益 △116,605 △24,096

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,605 △24,096

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
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)

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損失（△） △143,997 △13,442

減価償却費 92,933 88,273

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,712 20,889

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,837 4,285

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,640 2,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 757 △898

賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,157

受取利息及び受取配当金 △1,683 △1,619

受取地代家賃 △4,200 △4,200

支払利息 10,255 9,295

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,559

固定資産除却損 3,393 443

会員権評価損 － 650

収用補償金 － △29,598

固定資産圧縮損 － 26,691

受取保険金 － △3,331

売上債権の増減額（△は増加） 144,859 592,118

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,905 △303,182

仕入債務の増減額（△は減少） 47,329 △110,558

その他 △52,706 60,817

小計 △155,775 339,872

利息及び配当金の受取額 1,464 1,744

利息の支払額 △9,543 △8,335

法人税等の支払額 △30,911 △36,963

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,766 296,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △72,000 △108,000

定期預金の払戻による収入 72,000 108,000

有形固定資産の取得による支出 △111,958 △107,861

無形固定資産の取得による支出 △63,674 △77,628

その他 844 △4,108

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,787 △189,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 250,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △650,000

長期借入れによる収入 600,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △218,808 △215,191

社債の償還による支出 △120,000 △120,000

自己株式の取得による支出 － △314

配当金の支払額 △23,906 △35,808

リース債務の返済による支出 △11,276 △11,308

その他 △4,560 △3,777

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,448 163,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 △278 △855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △148,383 269,463

現金及び現金同等物の期首残高 790,200 295,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 641,816 565,168
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（４）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）

　 該当事項はありません。
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