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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第2四半期 3,764 6.5 △30 ― △34 ― △44 ―

2019年3月期第2四半期 3,533 2.2 △169 ― △171 ― △133 ―

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　△42百万円 （―％） 2019年3月期第2四半期　　△128百万円 （―％）

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

2020年3月期第2四半期 △36.82 ―

2019年3月期第2四半期 △111.49 ―

(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

2020年3月期第2四半期 6,821 2,116 31.0 1,767.09

2019年3月期 6,915 2,194 31.7 1,832.89

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 2,116百万円 2019年3月期 2,194百万円

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 30.00 ―

2020年3月期 ― 0.00

2020年3月期（予想） ― 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)2018年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。2019年３月期の１株当たり期末配当金については、当該株
式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金は「―」として記載しております。株式併合後の基準で換算した１株当たり年間配当金は2019年３月期は30
円となります。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 8,200 1.0 150 10.2 140 9.9 100 90.4 83.50

（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） 2020年3月期2Q 1,202,848 株 2019年3月期 1,202,848 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 5,294 株 2019年3月期 5,294 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 1,197,554 株 2019年3月期2Q 1,197,651 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。
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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、政府の経済対策の推進等により、企業収益や雇用環境の改善等に

緩やかな回復傾向があったものの、米中貿易摩擦の長期化、英国のＥＵ離脱問題の影響等により、先行きが不透明な状

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部門は、主に施設園芸用温風暖房機が消費税増税の影響か

ら下半期に予定していた受注が前倒しとなり、前年同期を上回りました。その結果、熱機器事業の売上高は34億９千２

百万円(前年同期比8.0%増)となりました。

　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２億５千３百万円(前年同期比10.9%減)となりました。

　その他事業においては、売上高は１千７百万円(前年同期比14.5%増)となりました。

　以上の結果により、売上高は37億６千４百万円(前年同期比6.5%増)となりました。

　損益面においては、当初上半期に計画していた開発案件が下半期にずれ込んだことに伴い販売費及び一般管理費が減

少し、営業損失は３千万円(前年同期１億６千９百万円の営業損失)、経常損失は３千４百万円(前年同期１億７千１百万

円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は４千４百万円(前年同期１億３千３百万円の親会社株主に帰属す

る四半期純損失)と、前年同期を上回る結果となりました。

（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１億８千６百万円増加

しましたが、売上債権が２億３千９百万円減少したこと等により、６千５百万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、投資その他の資産が２千２百万円増加しましたが、減価償却費等により有形

固定資産が３千３百万円、無形固定資産が１千６百万円減少したこと等により、２千７百万円の減少となりました。

[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、賞与引当金が２千７百万円増加しまし

たが、短期借入金が９千７百万円、仕入債務が５千８百万円減少したこと等により、１億４百万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、長期借入金が１億２千６百万円増加したこと等により、９千万円の増加とな

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４

千４百万円計上し、剰余金の配当を３千５百万円行ったこと等により、７千８百万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

　2020年３月期の業績予想については、本日（2019年11月５日）公表いたしました「2020年3月期第２四半期連結業績予

想値と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 458,337 644,856

受取手形及び売掛金 2,893,349 2,653,379

商品及び製品 513,397 388,459

仕掛品 208,319 258,138

原材料及び貯蔵品 803,711 873,411

その他 51,685 44,498

貸倒引当金 △802 △694

流動資産合計 4,927,997 4,862,049

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 711,137 687,435

その他（純額） 495,717 486,243

有形固定資産合計 1,206,855 1,173,679

無形固定資産 111,225 94,712

投資その他の資産

その他 675,967 699,001

貸倒引当金 △6,588 △7,569

投資その他の資産合計 669,378 691,432

固定資産合計 1,987,459 1,959,823

資産合計 6,915,457 6,821,873

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,217,993 1,159,440

短期借入金 998,989 901,833

1年内償還予定の社債 140,000 100,000

未払法人税等 32,574 45,078

賞与引当金 120,029 147,299

その他 276,544 327,590

流動負債合計 2,786,130 2,681,242

固定負債

社債 50,000 －

長期借入金 807,178 933,831

役員退職慰労引当金 90,260 92,775

退職給付に係る負債 913,625 936,521

資産除去債務 14,080 14,080

その他 59,203 47,237

固定負債合計 1,934,348 2,024,446

負債合計 4,720,478 4,705,688

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 1,108,553 1,028,534

自己株式 △8,813 △8,813

株主資本合計 2,181,628 2,101,608

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,879 7,388

為替換算調整勘定 △4,670 △5,617

退職給付に係る調整累計額 14,142 12,805

その他の包括利益累計額合計 13,351 14,576

純資産合計 2,194,979 2,116,184

負債純資産合計 6,915,457 6,821,873
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 3,533,901 3,764,130

売上原価 2,256,936 2,461,115

売上総利益 1,276,964 1,303,014

販売費及び一般管理費 1,446,928 1,333,338

営業損失（△） △169,963 △30,324

営業外収益

受取利息 26 23

受取配当金 1,595 1,716

受取地代家賃 4,200 4,200

補助金収入 3,019 －

その他 3,153 1,526

営業外収益合計 11,995 7,466

営業外費用

支払利息 9,525 9,019

その他 4,370 2,569

営業外費用合計 13,895 11,588

経常損失（△） △171,863 △34,446

特別利益

投資有価証券売却益 316 －

収用補償金 1,620 －

特別利益合計 1,936 －

特別損失

固定資産除却損 1,721 30

固定資産圧縮損 1,620 －

特別損失合計 3,341 30

税金等調整前四半期純損失（△） △173,268 △34,477

法人税、住民税及び事業税 10,253 32,298

法人税等調整額 △49,991 △22,683

法人税等合計 △39,738 9,615

四半期純損失（△） △133,530 △44,092

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（△） △133,530 △44,092
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純損失（△） △133,530 △44,092

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,621 3,508

為替換算調整勘定 △3,660 △946

退職給付に係る調整額 △154 △1,336

その他の包括利益合計 4,806 1,225

四半期包括利益 △128,723 △42,867

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △128,723 △42,867

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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（△） △173,268 △34,477

減価償却費 86,409 85,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,306 21,198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 7,172 6,529

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,806 2,515

賞与引当金の増減額（△は減少） △480 27,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,706 873

受取利息及び受取配当金 △1,622 △1,739

受取地代家賃 △4,200 △4,200

補助金収入 △3,019 －

支払利息 9,525 9,019

投資有価証券売却損益（△は益） △316 －

固定資産除却損 1,721 30

収用補償金 △1,620 －

固定資産圧縮損 1,620 －

売上債権の増減額（△は増加） 412,807 240,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △197,338 5,491

仕入債務の増減額（△は減少） 99,476 △58,612

その他 △81,698 70,444

小計 161,576 369,782

利息及び配当金の受取額 2,345 1,727

利息の支払額 △9,525 △10,402

法人税等の支払額 △48,987 △7,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,408 353,803

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 －

定期預金の払戻による収入 72,000 －

有形固定資産の取得による支出 △87,955 △51,397

無形固定資産の取得による支出 △8,169 △6,200

その他 △6,658 △1,635

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,783 △59,233

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 250,000 600,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △750,000

長期借入れによる収入 600,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △215,915 △220,503

社債の償還による支出 △120,000 △90,000

自己株式の取得による支出 △111 －

配当金の支払額 △35,918 △35,761

リース債務の返済による支出 △11,340 △11,928

その他 △2,812 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,901 △108,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △505 141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,020 186,518

現金及び現金同等物の期首残高 235,357 385,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 451,377 571,856

決算短信（宝印刷） 2019年11月01日 09時47分 6ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



ネポン株式会社(7985) 2020年3月期 第２四半期決算短信

7

（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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