
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ネツレン（高周波熱錬株式会社） 上場取引所 東 
コード番号 5976 URL http://www.k-neturen.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 福原 哲一
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部経理部長 （氏名） 青井 隆明 TEL 03-3443-5441
四半期報告書提出予定日 平成25年8月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 11,574 5.2 1,109 3.1 1,277 10.2 835 254.6
25年3月期第1四半期 11,000 7.8 1,075 22.8 1,159 22.9 235 △32.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,298百万円 （108.4％） 25年3月期第1四半期 1,102百万円 （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

26年3月期第1四半期 19.60 ―
25年3月期第1四半期 5.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 74,653 57,248 71.0
25年3月期 70,583 55,376 73.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  53,017百万円 25年3月期  51,569百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

25年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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(累計) 23,000 2.4 1,700 △19.7 2,000 △11.8 1,100 77.7 25.81
通期 46,500 4.0 3,600 △5.9 4,100 △6.0 2,300 △5.0 53.96



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当資料に記載の将来に関する予測数値は、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測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、
添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 44,713,930 株 25年3月期 44,713,930 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,090,980 株 25年3月期 2,090,894 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 42,623,009 株 25年3月期1Q 42,623,388 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株価が上昇し、為替相場も円安局面に移行するなど、

徐々に景況感が改善してまいりました。一方で、電気料金の値上げや輸入原料の価格上昇懸念などの不安定

要素を抱えて推移いたしました。 

また、世界経済は、ヨーロッパや中国の景気停滞などにより、依然不透明な状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、第12次中期経営計画「Global Challenge 30」に掲げた、成長

戦略の遂行と基盤づくり、グローバル事業の展開、人財の確保と育成等の経営課題に取り組み、経営体質の

強化、企業価値のさらなる向上を図ってまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は11,574百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益

は1,109百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益は1,277百万円（前年同期比10.2％増）、前年同期と異な

り多額の特別損失の計上がなかったため、四半期純利益は835百万円（前年同期比254.6％増）となりまし

た。 

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建設関連製品の販売量は、前年同期と比較し減少いたしましたが、これは主として高

強度せん断補強筋の販売量が減少したことなどによります。 

また、高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の販売量は、前年同期と比較し増加いたしましたが、これは主として海

外子会社での販売が堅調であったことなどによります。 

この結果、売上高は5,800百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益は572百万円（前年同期比5.8％減）と

なりました。 

②ＩＨ事業部関連事業 

熱処理受託加工関連、自動車部品関連においては、売上高は前年同期と比較し減少いたしましたが、建設

機械部品関連においては、国内及び中国の連結子会社とも売上高は増加いたしました。 

また、誘導加熱装置関連においては、受注環境が比較的堅調に推移しており、売上高は前年同期と比較し

増加いたしました。 

この結果、売上高は5,740百万円（前年同期比14.1％増）、営業利益は526百万円（前年同期比12.2％増）

となりました。 

③その他 

当該セグメントは、報告セグメントに含まれない不動産賃貸事業等であります。 

一部未契約状態となっていた賃貸用オフィスのフロアにおいて、新たに賃貸契約が締結されたことなどに

より、賃貸収入は増加いたしました。 

この結果、売上高は33百万円（前年同期比53.6％増）、営業利益は9百万円（前年同期は1百万円の損失）

となりました。 

 (2)  財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は74,653百万円（前連結会計年度末比5.8％増）となりまし

た。この主な要因は、主として資金の借入により現金及び預金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17,405百万円（前連結会計年度末比14.5％増）となりまし

た。この主な要因は、海外事業を含む今後の投資に備えるため、新たに2,000百万円の資金調達を行った結

果、短期借入金が429百万円、長期借入金が1,561百万円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純資産は57,248百万円（前連結会計年度末比3.4％増）となりまし

た。この主な要因は、利益剰余金が増加したことに加え、保有株式の時価の上昇や円安などの影響によ

り、その他の包括利益累計額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71.0％となりました。 
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(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の業績予想につきましては、「平成 25年３月期 決算短信」（平成 25 年５月９日）公

表時点から修正は行っておりません。 

なお、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。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

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。 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,849 13,450

受取手形及び売掛金 14,816 15,255

有価証券 200 500

商品及び製品 673 780

仕掛品 1,676 1,660

原材料及び貯蔵品 1,722 1,932

その他 1,887 1,807

貸倒引当金 △65 △65

流動資産合計 31,759 35,320

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,950 8,074

機械装置及び運搬具（純額） 8,505 8,625

土地 10,073 10,078

建設仮勘定 998 978

その他（純額） 288 305

有形固定資産合計 27,815 28,062

無形固定資産

のれん 38 26

その他 569 615

無形固定資産合計 608 641

投資その他の資産

投資有価証券 9,975 10,238

長期貸付金 65 56

その他 447 420

貸倒引当金 △87 △87

投資その他の資産合計 10,401 10,628

固定資産合計 38,824 39,332

資産合計 70,583 74,653
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,749 6,011

短期借入金 1,912 2,342

未払法人税等 662 368

賞与引当金 645 388

その他 4,763 5,148

流動負債合計 13,733 14,258

固定負債

長期借入金 54 1,615

引当金 330 337

その他 1,088 1,193

固定負債合計 1,473 3,146

負債合計 15,207 17,405

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 42,369 42,778

自己株式 △1,669 △1,669

株主資本合計 52,646 53,056

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 508

為替換算調整勘定 △1,190 △546

その他の包括利益累計額合計 △1,077 △38

少数株主持分 3,806 4,230

純資産合計 55,376 57,248

負債純資産合計 70,583 74,653
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 11,000 11,574

売上原価 8,303 8,840

売上総利益 2,697 2,733

販売費及び一般管理費 1,621 1,624

営業利益 1,075 1,109

営業外収益

受取利息 0 4

受取配当金 50 53

持分法による投資利益 64 11

為替差益 － 73

その他 20 46

営業外収益合計 135 190

営業外費用

支払利息 17 17

為替差損 27 －

その他 7 4

営業外費用合計 52 21

経常利益 1,159 1,277

特別利益

有形固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 0 55

受取保険金 5 11

特別利益合計 5 66

特別損失

有形固定資産売却損 － 0

有形固定資産除却損 5 0

投資有価証券評価損 667 －

固定資産処分損 － 0

特別損失合計 673 1

税金等調整前四半期純利益 491 1,342

法人税等 220 377

少数株主損益調整前四半期純利益 270 964

少数株主利益 35 129

四半期純利益 235 835

少数株主利益 35 129

少数株主損益調整前四半期純利益 270 964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 239 395

為替換算調整勘定 489 836

持分法適用会社に対する持分相当額 103 101

その他の包括利益合計 831 1,333

四半期包括利益 1,102 2,298

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 919 1,874

少数株主に係る四半期包括利益 183 423
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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） 

該当事項はありません。 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
その他 
(注) 

合計 
製品事業部関連

事業 
ＩＨ事業部関連

事業 
計 

売上高 

  外部顧客への売上高 5,948 5,030 10,979 21 11,000

  セグメント間の内部売上高又は
振替高 

－ 54 54 － 54

計 5,948 5,084 11,033 21 11,055

セグメント利益又は損失（△） 607 469 1,077 △1 1,075

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利益又は損失(△） 金    額 

報告セグメント計 1,077

「その他」の区分の損失(△） △1

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,075

３  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 

 記載すべき事項はありません。 
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当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
その他 
(注) 

合計 
製品事業部関連

事業 
ＩＨ事業部関連

事業 
計 

売上高 

  外部顧客への売上高 5,800 5,740 11,540 33 11,574

  セグメント間の内部売上高又は
振替高 

－ 33 33 － 33

計 5,800 5,773 11,573 33 11,607

セグメント利益 572 526 1,099 9 1,109

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利  益 金    額 

報告セグメント計 1,099

「その他」の区分の利益 9

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,109

３  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 

記載すべき事項はありません。 
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