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（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 ％

25年３月期第２四半期 20,641 △2.2 △92 － △34 － △212 －

24年３月期第２四半期 21,116 7.1 233 △17.1 236 △9.2 148 △30.7

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △286百万円 （ ％）－ 24年３月期第２四半期 98百万円 （ ％）△39.7

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

25年３月期第２四半期 △1.45 －

24年３月期第２四半期 1.01 －

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

25年３月期第２四半期 40,779 18,511 45.4 126.27

24年３月期 41,708 19,017 45.6 129.72

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 18,511百万円 24年３月期 19,017百万円

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

24年３月期 － 0.00 － 1.50 1.50

25年３月期 － 0.00

25年３月期（予想） － 0.00 0.00

（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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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 39,000 △8.1 △700 － △580 － △850 － △5.80

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.３

「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 146,876,174株 24年３月期 146,876,174株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 266,000株 24年３月期 265,308株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 146,610,541株 24年３月期２Ｑ 146,615,294株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

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。なお、上記予想に関する事項につきましては、添付資料3ペ

ージ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要等を背景に緩やかな回

復基調で推移したものの、長期化する円高、欧州債務危機等による世界経済の減速など、先行き

不透明な状況が続いております。

このような経済環境のもと、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高20,641百万円

（前年同期比2.2％減）、営業損失92百万円（前年同期は233百万円の利益）、経常損失34百万円

（前年同期は236百万円の利益）、四半期純損失212百万円（前年同期は148百万円の利益）となり

ました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

［特殊鋼］

第２四半期において、工具鋼での受注低迷などにより売上数量が減少したことや、販売価格の

下落もあり、売上高は14,945百万円（前年同期比7.7％減）となりました。損益面でも原材料価格

の下落やコストダウンなどの改善要素があったものの、売上高の減少影響が大きく、営業損失371

百万円（前年同期は22百万円の利益）となりました。

［鋳鉄］

主力のトラック関連や産業機械関連向けの売上が堅調に推移したことなどから、売上高は4,625

百万円（前年同期比16.7％増）、営業利益274百万円（前年同期比33.0％増）となりました。

［金型・工具］

金型部品を中心とした自動車業界向けの売上が堅調に推移し、売上高は1,070百万円（前年同期

比10.8％増）となりました。一方、損益面では労務費等の増加もあり、営業利益4百万円（前年同

期比4.3％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加127百万円、棚卸資産の減

少1,019百万円等による流動資産の減少991百万円、有形固定資産の増加160百万円、投資有価証券

の期末時価評価等による減少109百万円等による固定資産の増加61百万円により40,779百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ929百万円減少しました。

負債合計は、支払手形及び買掛金の減少524百万円、短期借入金の増加319百万円、退職給付引

当金の減少78百万円等により22,267百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円減少しまし

た。

純資産合計は、四半期純損失212百万円の計上による減少、配当金の支払額219百万円による減

少、その他有価証券評価差額金の減少73百万円等により18,511百万円となり、前連結会計年度末

に比べ505百万円減少しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26百万

円減少し、408百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

たな卸資産の減少1,019百万円、減価償却費760百万円等により増加した一方、仕入債務の減少

503百万円、売上債権の増加127百万円、退職給付及び役員退職慰労引当金の減少101百万円等によ

り減少した結果、959百万円の収入（前年同期は499百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

主に有形固定資産の取得による支出997百万円等により、1,018百万円の支出（前年同期は271百

万円の支出）となりました。

（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303百万円、配当金の支払額219百万円等により、32百万円の収入（前年

同期は325百万円の支出）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月22日に公表いたしました数値から変

更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失へ

及ぼす影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 115 157

受取手形及び売掛金 9,799 9,927

製品 2,962 3,341

仕掛品 4,758 3,821

原材料及び貯蔵品 3,784 3,322

その他 851 709

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 22,260 21,268

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 5,759 5,585

土地 8,507 8,507

その他（純額） 3,731 4,066

有形固定資産合計 17,998 18,159

無形固定資産 60 96

投資その他の資産

投資有価証券 918 809

その他 495 472

貸倒引当金 △24 △27

投資その他の資産合計 1,389 1,254

固定資産合計 19,448 19,510

資産合計 41,708 40,779
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,613 7,088

短期借入金 5,585 5,904

未払法人税等 82 64

賞与引当金 412 424

その他 2,919 2,875

流動負債合計 16,614 16,356

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 2,076 2,076

退職給付引当金 3,067 2,988

その他の引当金 83 60

その他 849 785

固定負債合計 6,076 5,910

負債合計 22,690 22,267

純資産の部

株主資本

資本金 15,669 15,669

資本剰余金 1,728 1,728

利益剰余金 499 66

自己株式 △34 △34

株主資本合計 17,863 17,430

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 126 53

土地再評価差額金 1,028 1,028

その他の包括利益累計額合計 1,154 1,081

純資産合計 19,017 18,511

負債純資産合計 41,708 40,779
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 21,116 20,641

売上原価 19,097 18,792

売上総利益 2,019 1,848

販売費及び一般管理費 1,785 1,941

営業利益又は営業損失（△） 233 △92

営業外収益

受取配当金 12 20

受取賃貸料 19 20

助成金収入 5 3

受取保険金 － 27

その他 60 51

営業外収益合計 97 124

営業外費用

支払利息 29 26

売上債権売却損 14 7

出向者人件費負担金 2 11

休業費用 1 －

支払補償費 20 6

その他 27 13

営業外費用合計 94 66

経常利益又は経常損失（△） 236 △34

特別利益

固定資産売却益 － 4

投資有価証券売却益 － 4

ゴルフ会員権売却益 1 －

特別利益合計 1 8

特別損失

固定資産処分損 22 29

投資有価証券評価損 11 －

ゴルフ会員権評価損 0 5

災害による損失 28 －

特別損失合計 63 34

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（△）

174 △61

法人税、住民税及び事業税 19 35

法人税等調整額 6 115

法人税等合計 25 151

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

148 △212

四半期純利益又は四半期純損失（△） 148 △212
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

148 △212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △49 △73

その他の包括利益合計 △49 △73

四半期包括利益 98 △286

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 98 △286

少数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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

174 △61

減価償却費 862 760

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△123 △101

売上債権の増減額（△は増加） 139 △127

たな卸資産の増減額（△は増加） △131 1,019

仕入債務の増減額（△は減少） △576 △503

その他 219 35

小計 564 1,020

法人税等の支払額 △64 △60

営業活動によるキャッシュ・フロー 499 959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △286 △997

利息及び配当金の受取額 14 21

その他 0 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △271 △1,018

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 － 303

短期借入金の返済による支出 △69 －

長期借入れによる収入 53 70

長期借入金の返済による支出 △43 △78

リース債務の返済による支出 △15 △16

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △219 △219

利息の支払額 △29 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △325 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97 △26

現金及び現金同等物の期首残高 669 434

現金及び現金同等物の四半期末残高 571 408
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該当事項はありません。

該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額(注)特殊鋼 鋳鉄 金型・工具 計

売上高

外部顧客への売上高 16,187 3,962 966 21,116 － 21,116

セグメント間の内部売上高

又は振替高
107 18 8 134 △134 －

計 16,295 3,981 974 21,251 △134 21,116

セグメント利益 22 206 5 233 － 233

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額(注)特殊鋼 鋳鉄 金型・工具 計

売上高

外部顧客への売上高 14,945 4,625 1,070 20,641 － 20,641

セグメント間の内部売上高

又は振替高
89 15 7 112 △112 －

計 15,034 4,641 1,077 20,753 △112 20,641

セグメント利益又は損失（△） △371 274 4 △92 － △92
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４．第２四半期決算概要
平成24年10月31日

        日本高周波鋼業株式会社

１．当四半期の業績(累計）と通期予想 （単位：百万円、％）
当期 前年同期 通期予想

25年3月期 24年3月期
第2四半期 増減額 増減率 第2四半期 25年3月期

20,641 △ 475 △2.2% 21,116 39,000
△ 92 △ 326 － 233 △ 700
△ 34 △ 271 － 236 △ 580
△ 212 △ 361 － 148 △ 850

　設 備 投 資 973 282 40.8% 691 1,800
760 △ 102 △11.8% 862 1,600

２．セグメント別売上高・営業利益（累計）

【製品・サービス別】 （単位：百万円）

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
　特　殊　鋼 14,945 △ 371 16,187 22 △ 1,242 △ 394
　鋳　　　鉄 4,625 274 3,962 206 662 67
　金型・工具 1,070 4 966 5 104 △0

20,641 △ 92 21,116 233 △ 475 △ 326

【海外売上高】 （単位：百万円、％）

売上高 連結売上高比 売上高 連結売上高比 増減額 増減率
　アジア 2,561 12.4% 2,531 12.0% 29 1.2%
　その他の地域 68 0.3% 58 0.3% 9 17.1%
　　　計 2,629 12.7% 2,589 12.3% 39 1.5%
　連結売上高 20,641 21,116 △ 475 △2.2%

３．経常利益増減益要因 (前年同期比)　２．４億円　→　▲０．３億円（▲２．７億円の減益）
（単位：億円）

金額 金額
1．原材料価格下落 9 1．販売価格下落 7
2. 操業コスト 1 2．数量・構成 2

3．労務費増 2
4．その他 2

計  (A) 10 計  (B) 13
差引  (A)-(B) △ 3

(対前年同期)

増  益  要  因 減  益  要  因

　　　計

25年3月期第2四半期 24年3月期第2四半期
当　　期

摘要
当　　期 前年同期 増      減

25年3月期第2四半期 24年3月期第2四半期

摘要
(対前年同期)

　売 上 高
　営 業 利 益
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連　　　結

　経 常 利 益
　四 半 期（当期）純 利 益

　減 価 償 却 費

前年同期
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