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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 10,358 △3.6 114 △79.4 141 △74.6 47 △86.5

29年3月期第3四半期 10,747 △0.0 558 15.4 557 13.4 354 18.1

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　119百万円 （△72.1％） 29年3月期第3四半期　　428百万円 （36.2％）

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3四半期 1.45 ―

29年3月期第3四半期 10.77 ―

(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3四半期 19,735 11,963 59.4 356.38

29年3月期 19,552 11,946 59.9 356.22

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 11,725百万円 29年3月期 11,720百万円

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 ― ― ―

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 2.00 2.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　　　配当予想の修正につきましては、本日（平成30年１月26日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 14,200 3.1 80 △86.1 100 △83.3 10 △97.2 0.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　

　　　通期業績予想の修正につきましては、本日（平成30年１月26日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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3Q 32,930,749 株 29年3月期 32,930,749 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 28,499 株 29年3月期 27,744 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 32,902,803 株 29年3月期3Q 32,903,366 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。業績予想の前提となる条件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２ページ「（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策効果による雇用・所

得環境の改善により、緩やかな回復基調がみられるものの、中国経済の減速懸念、米国の政策動

向や英国のＥＵ離脱など先行きは依然として不透明な状況が続いております。

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につきましては、全国的に

地方自治体の厳しい財政状況が継続しており、当社製造可能管においては、低水準で推移いたし

ました。

このような環境のなか当社グループは、昨年度に引き続き「鋳鉄管等コア事業の収益力強

化」、「技術競争力の向上」及び「経営環境の変化に耐えうる財務体力の強化」に取り組んでま

いりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなっております。

　

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、ガス用資材及び子会社のリサイクル事業

が好調に推移したものの、販売子会社を含め主力である水道用鋳鉄管類の販売量が減少したた

め、前年同期と比べ３億89百万円（前年同期比3.6％）減少し、103億58百万円となりました。

損益につきましては、子会社による売上総利益の改善等はあるものの、鋼屑などの原材料価格

高騰による売上原価の上昇に加え、水道用鋳鉄管類の売上高減少及び競争激化による市況軟化影

響等により、営業利益は前年同期と比べ４億43百万円（前年同期比79.4％）減少し、１億14百万

円となりました。経常利益につきましても同様に、前年同期と比べ４億16百万円（前年同期比

74.6％）減少し、１億41百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、経常利益の減少影響に加え、係争中の訴

訟に対する損失に備え「訴訟損失引当金繰入額」22百万円を計上した結果、前年同期と比べ３億

６百万円（前年同期比86.5％）減少し、47百万円となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成29年４月

26日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。

なお、詳細につきましては、本日（平成30年１月26日）公表の「業績予想及び配当予想の修正

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：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,564 2,612

受取手形及び売掛金 5,088 5,509

商品及び製品 3,354 2,995

仕掛品 316 533

原材料及び貯蔵品 506 546

その他 202 241

貸倒引当金 △50 △53

流動資産合計 11,982 12,384

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 2,241 2,053

土地 3,293 3,293

その他（純額） 1,591 1,589

有形固定資産合計 7,126 6,936

無形固定資産 144 120

投資その他の資産 299 293

固定資産合計 7,569 7,350

資産合計 19,552 19,735

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,535 3,072

短期借入金 550 550

未払法人税等 170 31

賞与引当金 135 34

その他 863 698

流動負債合計 4,255 4,386

固定負債

長期借入金 2,000 2,000

役員退職慰労引当金 44 40

訴訟損失引当金 - 22

退職給付に係る負債 779 809

負ののれん 54 50

その他 471 463

固定負債合計 3,351 3,386

負債合計 7,606 7,772
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12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 9,830 9,779

自己株式 △5 △5

株主資本合計 11,945 11,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 17

退職給付に係る調整累計額 △237 △186

その他の包括利益累計額合計 △225 △169

非支配株主持分 225 237

純資産合計 11,946 11,963

負債純資産合計 19,552 19,735

決算短信（宝印刷） 2018年01月19日 16時01分 4ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



日本鋳鉄管株式会社(5612) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

－5－

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 10,747 10,358

売上原価 8,684 8,734

売上総利益 2,063 1,623

販売費及び一般管理費 1,504 1,509

営業利益 558 114

営業外収益

設備賃貸料 4 4

その他 27 36

営業外収益合計 31 41

営業外費用

支払利息 10 8

シンジケートローン手数料 15 0

設備賃貸費用 4 4

その他 2 1

営業外費用合計 32 14

経常利益 557 141

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 1 7

訴訟損失引当金繰入額 - 22

特別損失合計 1 29

税金等調整前四半期純利益 556 113

法人税、住民税及び事業税 213 75

法人税等調整額 △29 △26

法人税等合計 183 49

四半期純利益 373 63

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 354 47

非支配株主に帰属する四半期純利益 18 15

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8 5

退職給付に係る調整額 47 50

その他の包括利益合計 55 56

四半期包括利益 428 119

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 409 103

非支配株主に係る四半期包括利益 18 15
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（３）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）

　

当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

該当事項はありません。
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