
                                                                                   
平成 26 年 5月 19 日 

 
各      位 

 
会 社 名        日本高周波鋼業株式会社 
代 表 者 名        取締役社長 河瀬 昌博 
コ ード番 号       5476 
問 合 せ 先        管 理 部 長 湖東 彰弘 
              (TEL．03－5687－6025） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結）」の一部訂正について 
 

 

 平成 26 年４月 25 日に公表いたしました「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載に一部訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 
記 

 
１．訂正理由 

連結財務諸表「連結貸借対照表」に関連して、記載の一部訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

 サマリー情報 １ページ 

   １．平成 26 年３月期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

(２) 連結財政状態 

 

 （訂正前） 

     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

26 年３月期 40,304 16,343 40.5 111.48

25 年３月期 38,347 18,083 47.2 123.35

（参考）自己資本 26 年３月期 16,343 百万円 25 年３月期 18,083 百万円 

 

 （訂正後） 

  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

26 年３月期 40,623 16,439 40.5 112.14

25 年３月期 38,347 18,083 47.2 123.35

（参考）自己資本 26 年３月期 16,439 百万円 25 年３月期 18,083 百万円 
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 サマリー情報 ２ページ 

   （参考）個別業績の概要 

   １．平成 26 年３月期の個別業績（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

(２) 個別財政状態 

 

 （訂正前） 

  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

26 年３月期 32,491 16,945 52.2 115.59

25 年３月期 32,196 18,352 57.0 125.18

 

 （訂正後） 

  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

26 年３月期 32,946 16,945 51.4 115.59

25 年３月期 32,196 18,352 57.0 125.18

 

 

 ３ページ １．経営成績・財政状態に関する分析 

       (2) 財政状態に関する分析 

 

 （訂正前） 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

   資産の部では、受取手形及び売掛金が 117 百万円、たな卸資産が 59 百万円、繰延税金資産が 73 百万円増加

した一方、預け金が 624 百万円減少したことなどにより流動資産が 235 百万円減少しました。また、有形固定

資産が 2,064 百万円増加したことなどにより固定資産が 2,192 百万円増加しました。その結果、資産の合計は

40,304 百万円（前年同期末比 1,957 百万円増）となりました。 

   負債の部では、支払手形及び買掛金が 1,471 百万円、短期借入金が 663 百万円、未払費用が 305 百万円増加

したことなどにより流動負債が 2,849 百万円増加しました。また、長期借入金が 215 百万円、退職給付に係る

負債が 606 百万円増加したことなどにより固定負債が 848 百万円増加し、負債の合計は 23,961 百万円（前年同

期末比 3,697 百万円増）となりました。 

   純資産の部では、利益剰余金が△1,638 百万円（前年同期末比 1,190 百万円減）となったことや、退職給付

に係る調整累計額を△587 百万円計上したことなどにより、純資産の合計は 16,343 百万円（前年同期末比 1,740

百万円減）となりました。 

 

 （訂正後） 

①資産、負債及び純資産の状況 

   資産の部では、受取手形及び売掛金が 117 百万円、たな卸資産が 59 百万円、繰延税金資産が 73 百万円増加

した一方、預け金が 624 百万円減少したことなどにより流動資産が 235 百万円減少しました。また、有形固定

資産が 2,064 百万円増加したことなどにより固定資産が 2,511 百万円増加しました。その結果、資産の合計は

40,623 百万円（前年同期末比 2,276 百万円増）となりました。(中略) 

   負債の部では、支払手形及び買掛金が 1,471 百万円、短期借入金が 663 百万円、未払費用が 305 百万円増加

したことなどにより流動負債が 2,849 百万円増加しました。また、長期借入金が 215 百万円、退職給付に係る

負債が 830 百万円増加したことなどにより固定負債が 1,071 百万円増加し、負債の合計は 24,184 百万円（前年

同期末比 3,920 百万円増）となりました。 

   純資産の部では、利益剰余金が△1,638 百万円（前年同期末比 1,190 百万円減）となったことや、退職給付

に係る調整累計額を△491 百万円計上したことなどにより、純資産の合計は 16,439 百万円（前年同期末比 1,644

百万円減）となりました。 
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 ６ページ ４．連結財務諸表 

       (1) 連結貸借対照表 

 

 （訂正前） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 26 年３月 31 日) 
 （中略） 

投資その他の資産 

投資有価証券 936 996

長期貸付金 0 2

繰延税金資産 50 132

その他 271 262

貸倒引当金 △27 △33

投資その他の資産合計 1,232 1,359

固定資産合計 19,572 21,765

資産合計 38,347 40,304

 

 （訂正後） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 26 年３月 31 日) 
 （中略） 

投資その他の資産 

投資有価証券 936 996

長期貸付金 0 2

退職給付に係る資産 － 319

繰延税金資産 50 132

その他 271 262

貸倒引当金 △27 △33

投資その他の資産合計 1,232 1,678

固定資産合計 19,572 22,084

資産合計 38,347 40,623
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７ページ ４．連結財務諸表 

       (1) 連結貸借対照表 

 

 （訂正前） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 26 年３月 31 日) 

 （中略） 

固定負債 

長期借入金 94 310

再評価に係る繰延税金負債 2,076 2,076

繰延税金負債 1 2

退職給付引当金 2,902 －

役員退職慰労引当金 72 96

退職給付に係る負債 － 3,509

その他 661 662

固定負債合計 5,808 6,656

負債合計 20,263 23,961

純資産の部 

 （中略） 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 139 177

土地再評価差額金 1,028 1,028

退職給付に係る調整累計額 － △587

その他の包括利益累計額合計 1,167 618

純資産合計 18,083 16,343

負債純資産合計 38,347 40,304

 

 （訂正後） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 26 年３月 31 日) 

 （中略） 

固定負債 

長期借入金 94 310

再評価に係る繰延税金負債 2,076 2,076

繰延税金負債 1 2

退職給付引当金 2,902 －

役員退職慰労引当金 72 96

退職給付に係る負債 － 3,733

その他 661 662

固定負債合計 5,808 6,879

負債合計 20,263 24,184

純資産の部 

 （中略） 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 139 177

土地再評価差額金 1,028 1,028

退職給付に係る調整累計額 － △491

その他の包括利益累計額合計 1,167 714

純資産合計 18,083 16,439

負債純資産合計 38,347 40,623
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 11 ページ ４．連結財務諸表 

       (3) 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

 

 （訂正前） 

（中略） 

  (単位：百万円)

  その他の包括利益累計額 

純資産合計 
  

その他有価証券評

価差額金 
土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 139 1,028 － 1,167 18,083

当期変動額   

剰余金の配当   
当期純利益又は当期純損失

（△） 
  △1,190

自己株式の取得   0

株主資本以外の項目の当期 

変動額（純額） 
38 － △587 △549 △549

当期変動額合計 38 － △587 △549 △1,740

当期末残高 177 1,028 △587 618 16,343

 

 （訂正後） 

（中略） 

  (単位：百万円)

  その他の包括利益累計額 

純資産合計 
  

その他有価証券評

価差額金 
土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 139 1,028 － 1,167 18,083

当期変動額   

剰余金の配当   
当期純利益又は当期純損失

（△） 
  △1,190

自己株式の取得   0

株主資本以外の項目の当期 

変動額（純額） 
38 － △491 △453 △453

当期変動額合計 38 － △491 △453 △1,644

当期末残高 177 1,028 △491 714 16,439
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 12 ページ ４．連結財務諸表 

       (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 （訂正前） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 
 至 平成 25 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △433 △1,285

減価償却費 1,547 1,571

有形固定資産処分損益（△は益） 38 97

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △164 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 606

賞与引当金の増減額（△は減少） △90 4

受取利息及び受取配当金 △34 △30

支払利息 50 42

売上債権の増減額（△は増加） 2,481 △117

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,820 △59

仕入債務の増減額（△は減少） △1,355 1,501

未払消費税等の増減額（△は減少） △56 △180

その他 △84 79

小計 3,707 2,261

法人税等の支払額 △94 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,612 2,216

（中略） 

現金及び現金同等物の期末残高 1,342 772

 

 （訂正後） 

  (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 
 至 平成 25 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） △433 △1,285

減価償却費 1,547 1,571

有形固定資産処分損益（△は益） 38 97

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △164 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △319

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 830

賞与引当金の増減額（△は減少） △90 4

受取利息及び受取配当金 △34 △30

支払利息 50 42

売上債権の増減額（△は増加） 2,481 △117

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,820 △59

仕入債務の増減額（△は減少） △1,355 1,501

未払消費税等の増減額（△は減少） △56 △180

その他 △84 175

小計 3,707 2,261

法人税等の支払額 △94 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,612 2,216

（中略） 

現金及び現金同等物の期末残高 1,342 772
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 14 ページ ４．連結財務諸表 

       (5) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （訂正前） 

（会計方針の変更） 

（退職給付に関する会計基準の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年５月

17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基

準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産

の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給

付に係る負債に計上しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取り扱いに従って

おり、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調

整累計額に加減しております。 

      この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が 3,509 百万円計上されております。また、

その他の包括利益累計額が 587 百万円減少しております。 

      なお、１株当たり純資産額は 4.01 円減少しております。 

 

 （訂正後） 

（会計方針の変更） 

（退職給付に関する会計基準の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年５月

17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基

準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産

の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給

付に係る負債に計上しております。なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職

給付に係る資産に計上しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取り扱いに従って

おり、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調

整累計額に加減しております。 

      この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が 319 百万円、退職給付に係る負債が 3,733

百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が 491 百万円減少しております。 

      なお、１株当たり純資産額は 3.35 円減少しております。 
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 18 ページ ４．連結財務諸表 

       (5) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （訂正前） 

（セグメント情報等） 

      当連結会計年度（自平成 25 年４月１日 至平成 26 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸表

計上額 
(注)２   特殊鋼 鋳鉄 金型・工具 計 

売上高   
外部顧客への売上高 27,737 8,768 2,049 38,555 － 38,555

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
194 18 7 221 △221 －

計 27,932 8,787 2,056 38,776 △221 38,555

セグメント利益又は損失(△) △1,301 470 9 △822 － △822

セグメント資産 30,814 7,315 2,174 40,304 － 40,304

その他の項目   
減価償却費 1,225 284 61 1,571 － 1,571

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
1,566 2,022 78 3,666 － 3,666

 

 （訂正後） 

（セグメント情報等） 

      当連結会計年度（自平成 25 年４月１日 至平成 26 年３月 31 日） 

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸表

計上額 
(注)２   特殊鋼 鋳鉄 金型・工具 計 

売上高   
外部顧客への売上高 27,737 8,768 2,049 38,555 － 38,555

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
194 18 7 221 △221 －

計 27,932 8,787 2,056 38,776 △221 38,555

セグメント利益又は損失(△) △1,301 470 9 △822 － △822

セグメント資産 31,134 7,315 2,174 40,623 － 40,623

その他の項目   
減価償却費 1,225 284 61 1,571 － 1,571

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
1,566 2,022 78 3,666 － 3,666
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       (5) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （訂正前） 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 
（自 平成 24 年４月 １日 

  至 平成 25 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 25 年４月 １日 

  至 平成 26 年３月 31 日）

１株当たり純資産額 123.35 円 111.48 円

１株当たり当期純損失(△) △4.96 円 △8.12 円

 

 （訂正後） 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 
（自 平成 24 年４月 １日 

  至 平成 25 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 25 年４月 １日 

  至 平成 26 年３月 31 日）

１株当たり純資産額 123.35 円 112.14 円

１株当たり当期純損失(△) △4.96 円 △8.12 円

 

以  上 
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