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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９月30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 ％

29年３月期第２四半期 20,194 △8.1 1,010 △3.6 1,148 △16.6 837 △1.7

28年３月期第２四半期 21,963 △2.5 1,047 △30.5 1,377 △13.8 852 △15.7
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △2,219百万円( －％) 28年３月期第２四半期 457百万円(△47.8％)
　

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

29年３月期第２四半期 19.66 －

28年３月期第２四半期 20.00 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第２四半期 71,644 59,895 76.2

28年３月期 76,610 62,202 73.6
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 54,594百万円 28年３月期 56,352百万円
　

　　

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

28年３月期 － 7.00 － 7.00 14.00

29年３月期 － 7.00

29年３月期(予想) － 7.00 14.00

(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 45,000 4.9 2,800 30.5 3,300 19.6 1,900 － 44.58
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） ネツレン・メキシコ, S.A.de C.V. 、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 ： 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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（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（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。

　

（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) 29年３月期２Ｑ 44,713,930株 28年３月期 44,713,930株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 2,092,657株 28年３月期 2,092,523株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 42,621,336株 28年３月期２Ｑ 42,621,953株
　

　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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。

（第２四半期決算説明会内容の入手方法）
第２四半期決算説明会（機関投資家、アナリスト向け）は、平成28年11月22日に開催する予定であります。なお、第

２四半期決算補足説明資料（第２四半期決算説明会資料）は、説明会終了後にＴＤｎｅｔ及び当社ホームページで開示
いたします。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の進行などが企業業績や個人消費にも影響を及ぼし、先行

き不透明な状況で推移いたしました。また、世界経済においては、中国をはじめとする新興国経済の減速など景気の

下振れリスクが懸念される状況となりました。

このような状況のもと、当社グループは、第13次中期経営計画「Global Innovation 70th」に掲げた成長戦略であ

る積極的な海外事業展開と、「経営」「技術」「生産」「機能」「人づくり」における革新に取り組むことにより、

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２四半期連結累計期間における売上高は20,194百万円（前年同期比8.1％減）、営業利益は1,010百

万円（前年同期比3.6％減）、経常利益は1,148百万円（前年同期比16.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は837百万円（前年同期比1.7％減）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土木・建築関連製品の販売量は、主として土木関係工事が低調に推移したことにより減少いた

しました。また、高強度ばね鋼線(ＩＴＷ)の販売量は、国内及び欧州で堅調に推移したものの、中国及び米国で減少

したため、前年同期と比較し若干減少いたしました。

なお、競合他社との競争が激しさを増す中、政策的な値下げを行ったため、当該セグメントの売上高は減少いたし

ました。

この結果、売上高は9,528百万円（前年同期比16.1％減）、営業利益は649百万円（前年同期比1.6％減）となりまし

た。

② ＩＨ事業部関連事業

熱処理受託加工関連の売上高は、自動車向けの受注が堅調に推移したことにより、前年同期と比較し増加いたしま

した。また、建設機械部品関連の売上高は、厳しい受注状況が継続しているものの、国内及び中国で販売が伸びたこ

とにより、前年同期と比較し増加いたしました。

自動車部品関連の売上高は、国内での販売が減少したものの、海外での販売が比較的堅調に推移したため、前年同

期と比較し若干の増加となりました。

一方、誘導加熱装置関連の売上高は、国内及び中国での販売が低調であったことにより、前年同期と比較し減少い

たしました。

この結果、売上高は10,603百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は331百万円（前年同期比7.4％減）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。

当社保有の賃貸物件については、小規模ではありますが安定的に業績に寄与しております。

この結果、売上高は61百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は28百万円（前年同期比1.2％減）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は71,644百万円（前連結会計年度末比6.5％減）となりました。この主

な要因は、受取手形及び売掛金や投資有価証券が減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における負債は11,749百万円（前連結会計年度末比18.5％減）となりました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金、短期借入金や長期借入金が減少したことなどによります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産は59,895百万円（前連結会計年度末比3.7％減）となりました。この主

な要因は、利益剰余金が増加したものの、為替換算調整勘定や非支配株主持分が減少したことなどによります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は76.2％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29年３月期の業績予想につきましては、「平成28年３月期 決算短信」（平成28年５月11日）公表時点から修

正は行っておりません。

なお、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。

　

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

前連結会計年度において設立したネツレン・メキシコ, S.A.de C.V.は、重要性が増したため、当第２四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めております。

　

（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２四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

（会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,674 14,410

受取手形及び売掛金 11,905 10,216

電子記録債権 2,763 2,876

有価証券 － 9

商品及び製品 990 830

仕掛品 1,238 1,070

原材料及び貯蔵品 1,950 1,789

その他 1,934 1,380

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 35,452 32,579

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,343 8,355

機械装置及び運搬具（純額） 8,012 8,664

土地 9,602 9,794

建設仮勘定 2,214 792

その他（純額） 283 267

有形固定資産合計 28,456 27,875

無形固定資産

借地権 911 771

その他 11 8

無形固定資産合計 922 780

投資その他の資産

投資有価証券 11,470 10,063

長期貸付金 44 46

その他 349 384

貸倒引当金 △84 △84

投資その他の資産合計 11,779 10,409

固定資産合計 41,158 39,065

資産合計 76,610 71,644
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,248 2,220

電子記録債務 730 3,184

短期借入金 1,887 1,664

未払法人税等 464 252

賞与引当金 517 548

その他 3,103 1,564

流動負債合計 11,952 9,434

固定負債

長期借入金 621 414

退職給付に係る負債 977 1,058

その他 856 842

固定負債合計 2,455 2,315

負債合計 14,408 11,749

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 44,485 45,019

自己株式 △1,670 △1,670

株主資本合計 54,761 55,296

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 335 321

為替換算調整勘定 1,479 △767

退職給付に係る調整累計額 △224 △255

その他の包括利益累計額合計 1,591 △701

非支配株主持分 5,849 5,301

純資産合計 62,202 59,895

負債純資産合計 76,610 71,644
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 21,963 20,194

売上原価 17,586 15,610

売上総利益 4,377 4,583

販売費及び一般管理費 3,329 3,573

営業利益 1,047 1,010

営業外収益

受取利息 16 18

受取配当金 100 89

持分法による投資利益 211 135

その他 54 46

営業外収益合計 383 290

営業外費用

支払利息 31 20

為替差損 17 125

その他 4 6

営業外費用合計 53 151

経常利益 1,377 1,148

特別利益

有形固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 123 －

負ののれん発生益 － 2

補助金収入 5 1

特別利益合計 128 4

特別損失

有形固定資産売却損 4 0

有形固定資産除却損 36 0

投資有価証券評価損 － 0

段階取得に係る差損 － 28

その他 0 －

特別損失合計 40 29

税金等調整前四半期純利益 1,465 1,123

法人税等 461 239

四半期純利益 1,003 883

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 852 837

非支配株主に帰属する四半期純利益 151 45

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △698 △10

為替換算調整勘定 155 △2,547

退職給付に係る調整額 18 △30

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 △514

その他の包括利益合計 △545 △3,102

四半期包括利益 457 △2,219

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 223 △1,455

非支配株主に係る四半期包括利益 234 △764
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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】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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 11,354 10,545 21,900 63 21,963

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 9 9 － 9

計 11,354 10,555 21,910 63 21,973

セグメント利益 660 358 1,018 29 1,047

(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 1,018

「その他」の区分の利益 29

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,047

　

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

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

(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 9,528 10,603 20,132 61 20,194

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 11 11 － 11

計 9,528 10,615 20,144 61 20,206

セグメント利益 649 331 981 28 1,010

(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 981

「その他」の区分の利益 28

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,010

　

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

該当事項はありません。
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