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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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３四半期 30,172 △4.9 1,629 25.4 2,030 14.5 1,509 34.9

28年３月期第３四半期 31,725 △6.5 1,299 △36.7 1,774 △27.9 1,119 △27.3
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 △667百万円( －％) 28年３月期第３四半期 83百万円(△97.1％)
　

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３四半期 35.50 －

28年３月期第３四半期 26.26 －
　

　

（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３四半期 72,846 60,002 75.2

28年３月期 76,610 62,202 73.6
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 54,813百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 3,069,697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３Ｑ 42,523,613株 28年３月期３Ｑ 42,621,879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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、世界経済においては、

中国の景気減速、米国の大統領選挙後の政策動向に対する懸念など、先行き不透明な状況となりました。

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３四半期連結累計期間における売上高は30,172百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は1,629百

万円（前年同期比25.4％増）、経常利益は2,030百万円（前年同期比14.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は1,509百万円（前年同期比34.9％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土木・建築関連製品の販売量は、主として土木関連工事が低調に推移したことにより、前年同

期と比較し減少いたしました。

一方、高強度ばね鋼線（ＩＴＷ）の販売量は、米国では減少したものの、中国、欧州及び国内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。

この結果、販売価格の低下と為替の変動などにより、売上高は14,447百万円（前年同期比10.1％減）、原価低減活

動などにより、営業利益は1,051百万円（前年同期比26.5％増）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、建設機械向けの受注が上昇基調に転じたこと、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、国内、中国ともに受注が

回復基調に転じたことにより、前年同期と比較し増加いたしました。

一方、誘導加熱装置関連の売上高は、中国をはじめとする設備投資意欲の減速傾向により、前年同期と比較し減少

いたしました。また、自動車部品関連の売上高は、主として国内の販売量が伸び悩んだことにより、前年同期と比較

し減少いたしました。

この結果、売上高は15,632百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は535百万円（前年同期比25.8％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。

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92百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は43百万円（前年同期比0.1％減）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は72,846百万円（前連結会計年度末比4.9％減）となりました。この主

な要因は、仕掛品が増加したものの、現金及び預金が減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は12,843百万円（前連結会計年度末比10.9％減）となりました。この主

な要因は、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３四半期連結会計期間末における純資産は60,002百万円（前連結会計年度末比3.5％減）となりました。この主

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

の取得を実施したことなどによるものであります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は75.2％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、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３四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３四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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,674 13,419

受取手形及び売掛金 11,905 10,448

電子記録債権 2,763 3,158

有価証券 － 9

商品及び製品 990 788

仕掛品 1,238 1,673

原材料及び貯蔵品 1,950 1,586

その他 1,934 1,696

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 35,452 32,778

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,343 8,216

機械装置及び運搬具（純額） 8,012 8,283

土地 9,602 9,785

建設仮勘定 2,214 1,029

その他（純額） 283 251

有形固定資産合計 28,456 27,567

無形固定資産

借地権 911 753

その他 11 13

無形固定資産合計 922 767

投資その他の資産

投資有価証券 11,470 11,365

長期貸付金 44 44

その他 349 433

貸倒引当金 △84 △110

投資その他の資産合計 11,779 11,732

固定資産合計 41,158 40,067

資産合計 76,610 72,846
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,248 2,229

電子記録債務 730 4,289

短期借入金 1,887 1,449

未払法人税等 464 164

賞与引当金 517 323

その他 3,103 1,995

流動負債合計 11,952 10,450

固定負債

長期借入金 621 198

退職給付に係る負債 977 1,053

その他 856 1,140

固定負債合計 2,455 2,392

負債合計 14,408 12,843

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 45,393

自己株式 △1,670 △2,543

株主資本合計 54,761 54,797

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 335 1,240

為替換算調整勘定 1,479 △984

退職給付に係る調整累計額 △224 △240

その他の包括利益累計額合計 1,591 16

非支配株主持分 5,849 5,188

純資産合計 62,202 60,002

負債純資産合計 76,610 72,846
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 31,725 30,172

売上原価 25,463 23,065

売上総利益 6,262 7,107

販売費及び一般管理費 4,962 5,477

営業利益 1,299 1,629

営業外収益

受取利息 20 23

受取配当金 158 128

持分法による投資利益 258 175

その他 174 180

営業外収益合計 610 508

営業外費用

支払利息 45 30

為替差損 84 66

その他 5 9

営業外費用合計 136 107

経常利益 1,774 2,030

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 8 1

特別利益合計 132 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 41 12

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 46 41

税金等調整前四半期純利益 1,860 1,993

法人税等 565 363

四半期純利益 1,295 1,630

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,119 1,509

非支配株主に帰属する四半期純利益 176 120

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △484 912

為替換算調整勘定 △454 △2,738

退職給付に係る調整額 27 △15

持分法適用会社に対する持分相当額 △300 △455

その他の包括利益合計 △1,211 △2,297

四半期包括利益 83 △667

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 25 117

非支配株主に係る四半期包括利益 57 △784

決算短信（宝印刷） 2017年02月02日 13時03分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ネツレン［高周波熱錬株式会社］(5976) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 7 ―

（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）

当社は、平成28年12月６日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得により自己株

式は、当第３四半期連結会計期間に872百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において2,543百万円となりま

した。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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 16,070 15,560 31,631 94 31,725

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 17 17 － 17

計 16,070 15,578 31,649 94 31,743

セグメント利益 830 425 1,255 43 1,299

(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 1,255

「その他」の区分の利益 43

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,299

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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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 14,447 15,632 30,079 92 30,172

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ 13 13 － 13

計 14,447 15,646 30,093 92 30,186

セグメント利益 1,051 535 1,586 43 1,629

(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 1,586

「その他」の区分の利益 43

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 1,629

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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