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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 6,666 △35.6 △467 ― △395 ― △177 ―

21年3月期第1四半期 10,347 ― 1,241 ― 1,401 ― 789 ―

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1四半期 △4.07 ―

21年3月期第1四半期 17.88 ―

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1四半期 61,535 48,909 75.0 1,058.36
21年3月期 60,921 48,181 74.9 1,047.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  46,142百万円 21年3月期  45,656百万円

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  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注）通期の予想については、景気回復の見通しが依然不透明であることから暫定値としております。 

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

第2四半期 
連結累計期間

14,500 △35.1 △300 ― △300 ― △200 ― △4.59

通期 32,500 △20.4 100 △97.1 200 △94.9 100 △92.6 2.29
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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） 

(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 

 当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業
績等は、業況の変化等により開示した予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等に
ついては４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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1四半期 44,713,930株 21年3月期  44,713,930株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,116,067株 21年3月期  1,115,954株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 43,597,893株 21年3月期第1四半期 44,134,303株
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【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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度後半の米国金融危機に端を発した景気後退

の影響から未だ脱却できておらず、一部業種において在庫調整の進展により生産に底打ちの兆しが見られるもの

の、消費の低迷や設備投資抑制などの動きが大きく改善されることなく推移しました。 

関連業界の状況につきましては、次のとおりであります。 

土木業界における公共事業は引き続き低水準で推移しており、建築業界におきましても、マンション等の販売

不振の影響から、経営環境は厳しい状況が続いております。 

また、自動車業界においては、世界的な需要の落ち込みは継続しておりますが、在庫調整の進展や環境対応車

種の販売など一部に明るい兆しが見られました。一方、建設機械・工作機械業界におきましては、景気後退によ

る設備投資抑制の影響が引き続き顕著であり、需要の回復にはなお時間を要するものと見られます。 

このような状況のもと、当社グループは、新商品・新技術の開発及び拡販、国内外の生産拠点の再構築を図る

とともに、緊急経営改善策として、コストダウン及び業務効率化に一丸となって取り組んでまいりましたが、前

年同期と比較し、顧客からの受注量が大幅に減少しており、経営環境は厳しさを増しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,666百万円（前年同期比35.6％減）、営業損失は467百万円

（前年同期は1,241百万円の利益）、経常損失は395百万円（前年同期は1,401百万円の利益）、四半期純損失は

177百万円（前年同期は789百万円の利益）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①製品事業部関連事業 

当社主力製品であるコンクリートパイル用ウルボン、中高層マンション向け及び場所打ち杭用高強度せん断補

強筋の販売量は前年同期と比較し減少いたしました。また、自動車・二輪車用サスペンションばね等に使用され

る高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の販売量は、中国においては需要復調の兆しは見えたものの、国内向けを中心に減

少いたしました。なお、当該事業の種類別セグメントに含まれる海外連結子会社が営業損失となったことなどに

より、利益確保の面でも厳しい状況となりました。 

この結果、売上高は4,150百万円（前年同期比21.1％減）、営業利益は６百万円（前年同期比99.0％減）とな

りました。 

 

②加工・電機関連事業 

熱処理受託加工関連事業につきましては、自動車・建設機械・工作機械業界等の関連業界からの受注が大幅に

減少いたしました。また、適正人員、適正労働時間管理など、経営環境の急激な変化への対処策を実行したもの

の、減価償却費などの固定費の負担が重く、損益においても厳しい状況となりました。 

誘導加熱装置関連事業につきましては、海外を含め顧客の積極的な開拓に注力しましたが、設備投資抑制の動

きを受け、売上高は減少いたしました。 

この結果、売上高は2,395百万円（前年同期比51.7％減）、営業損失は563百万円（前年同期は566百万円の利

益）となりました。 

 

③賃貸事業他 

当社保有の賃貸物件については、引き続き安定的に業績に寄与しております。 

この結果、売上高は119百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は89百万円（前年同期比7.2％増）となりまし

た。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は61,535百万円（前連結会計年度末比1.0％増）となりました。こ

の主な要因は、受取手形及び売掛金が減少したものの、有形固定資産や投資その他の資産が増加したことなどに

よります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は12,626百万円（前連結会計年度末比0.9％減）となりました。この

主な要因は、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は48,909百万円（前連結会計年度末比1.5％増）となりました。こ

の主な要因は、利益剰余金が減少したものの、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定が増加したことな

どによります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は75.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は7,136百万円

ネツレン[高周波熱錬株式会社]（5976）平成22年３月期　第１四半期決算短信

-3-



（前連結会計年度末と比べて212百万円の増加）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,128百万円（前年同期は1,291百万円の収入）であります。これは、税金等調

整前四半期純損失が163百万円計上されましたが、売上債権や法人税等の支払額が大幅に減少したことなどによ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は933百万円（前年同期は1,698百万円の支出）であります。これは、移転補償金

の受取額が172百万円、投資有価証券の売却による収入が208百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支

出が1,220百万円あったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は38百万円（前年同期は214百万円の収入）であります。これは、配当金の支払

額が217百万円あったことなどによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

経営環境等を勘案し業績予想の見直しを行い、平成21年５月15日発表の予想を修正いたしました。詳細は、本

日（平成21年８月６日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、通期の予想については、景気回復の見通しが依然不透明であることから、暫定値としております。 

また、予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予想数値と異なる場合があります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

① 簡便的な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率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ため、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 

たな卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における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、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行うこととしております。 

 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として主として定率法を採用しておりますが、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。 

 

法人税等並びに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無いと認められるため、前連結会計年度決算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しております。 

 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 7,148 6,935

受取手形及び売掛金 9,558 10,853

商品及び製品 487 469

仕掛品 1,108 1,000

原材料及び貯蔵品 1,287 1,203

その他 2,386 2,985

貸倒引当金 △93 △99

流動資産合計 21,884 23,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,564 7,613

機械装置及び運搬具（純額） 8,862 9,025

土地 10,211 10,206

建設仮勘定 2,235 1,807

その他（純額） 276 287

有形固定資産合計 30,149 28,940

無形固定資産   

のれん 372 395

その他 177 166

無形固定資産合計 549 561

投資その他の資産   

投資有価証券 8,619 7,746

長期貸付金 277 276

その他 377 368

貸倒引当金 △320 △321

投資その他の資産合計 8,953 8,070

固定資産合計 39,651 37,572

資産合計 61,535 60,921

ネツレン[高周波熱錬株式会社]（5976）平成22年３月期　第１四半期決算短信

-5-



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,886 5,088

短期借入金 2,513 2,301

未払法人税等 44 221

賞与引当金 243 474

その他 2,428 2,377

流動負債合計 10,115 10,463

固定負債   

長期借入金 1,695 1,660

引当金 128 184

負ののれん － 0

その他 685 431

固定負債合計 2,510 2,276

負債合計 12,626 12,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,418 6,418

資本剰余金 5,528 5,528

利益剰余金 36,564 36,960

自己株式 △1,017 △1,017

株主資本合計 47,493 47,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150 △567

為替換算調整勘定 △1,502 △1,664

評価・換算差額等合計 △1,351 △2,232

少数株主持分 2,767 2,524

純資産合計 48,909 48,181

負債純資産合計 61,535 60,921
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,347 6,666

売上原価 7,584 5,919

売上総利益 2,763 747

販売費及び一般管理費 1,521 1,214

営業利益又は営業損失（△） 1,241 △467

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 89 53

有価証券売却益 － 45

負ののれん償却額 1 0

持分法による投資利益 47 －

受取補償金 － 38

その他 50 17

営業外収益合計 191 158

営業外費用   

支払利息 17 23

持分法による投資損失 － 50

売上債権売却損 5 2

その他 7 9

営業外費用合計 31 85

経常利益又は経常損失（△） 1,401 △395

特別利益   

前期損益修正益 1 5

有形固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 59 59

移転補償金 － 172

特別利益合計 61 237

特別損失   

有形固定資産売却損 － 0

有形固定資産除却損 44 2

投資有価証券売却損 53 －

損害賠償金 － 1

その他 3 －

特別損失合計 101 5

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,361 △163

法人税等 535 △58

少数株主利益 36 73

四半期純利益又は四半期純損失（△） 789 △177
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,361 △163

減価償却費 717 690

のれん償却額 10 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） △360 △231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 29

その他の引当金の増減額（△は減少） － △84

受取利息及び受取配当金 △92 △57

支払利息 17 23

為替差損益（△は益） △14 0

持分法による投資損益（△は益） △47 50

有形固定資産売却損益（△は益） △0 0

有形固定資産除却損 44 2

移転補償金 － △172

有価証券売却損益（△は益） － △45

投資有価証券売却損益（△は益） △6 △59

売上債権の増減額（△は増加） 762 1,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △772 △156

仕入債務の増減額（△は減少） 114 △224

その他 501 271

小計 2,251 1,257

利息及び配当金の受取額 100 58

利息の支払額 △12 △15

法人税等の支払額 △1,047 △172

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291 1,128

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 400 －

有形固定資産の取得による支出 △1,929 △1,220

有形固定資産の売却による収入 0 0

移転補償金の受取額 － 172

投資有価証券の取得による支出 △252 △103

投資有価証券の売却による収入 76 208

貸付けによる支出 △0 △8

貸付金の回収による収入 11 10

その他 △5 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,698 △933
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 500 666

短期借入金の返済による支出 － △529

長期借入れによる収入 － 50

長期借入金の返済による支出 △8 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △397 △217

少数株主からの払込みによる収入 120 －

その他 0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 214 △38

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251 212

現金及び現金同等物の期首残高 5,941 6,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,689 7,136
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

製品事業部 

関連事業 

(百万円) 

加工・電機

関連事業 

(百万円) 

賃貸事業他

(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 5,260  4,963 123 10,347 －  10,347 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  － 75 75 （75） － 

計 5,260  4,963 199 10,423 （75） 10,347 

営業利益 591  566 83 1,241 －  1,241 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・高強度ばね鋼線 

(2) 加工・電機関連事業……熱処理受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等 

(3) 賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業 

３ 会計方針の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が加工・電機関連事業で８百万円減少しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

製品事業部 

関連事業 

(百万円) 

加工・電機

関連事業 

(百万円) 

賃貸事業他

(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 4,150  2,395 119 6,666 －  6,666 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  － 71 71 （71） － 

計 4,150  2,395 191 6,738 （71） 6,666 

営業利益（又は営業損失） 6  △563 89 △467 －  △467 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 製品事業部関連事業……ＰＣ鋼棒・異形ＰＣ鋼棒・せん断補強筋・高強度ばね鋼線 

(2) 加工・電機関連事業……熱処理等の受託加工・誘導加熱装置・自動車部品等 

(3) 賃貸事業他………………動産ならびに不動産に係る賃貸事業及び上記以外の事業 
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【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 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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