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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
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 ％

2022年３月期第２四半期 20,185 39.0 216 － 230 － 180 △85.5

2021年３月期第２四半期 14,520 △23.8 △1,491 － △1,288 － 1,246 －

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 183百万円（△86.1％） 2021年３月期第２四半期 1,322百万円（－％）

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

2022年３月期第２四半期 12.32 －

2021年３月期第２四半期 85.03 －

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

2022年３月期第２四半期 37,022 15,029 40.6 1,025.53

2021年３月期 37,345 14,843 39.7 1,012.82

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 15,029百万円 2021年３月期 14,843百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 42,000 33.3 700 － 600 － 500 － 34.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

※当社は定款において９月30日（第２四半期末日）及び３月31日（期末日）を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当

　予想額は未定であります。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）



（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                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 14,687,617株 2021年３月期 14,687,617株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 32,222株 2021年３月期 31,975株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 14,655,509株 2021年３月期２Ｑ 14,655,950株

※  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）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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）

　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「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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響下、海外経済の持ち直しな

どにより回復基調にありますが、足元では半導体部品の不足等による生産活動の停滞などの影響もあり、先行きの

不透明な状況が続いております。

　こうした経済環境の中、当社グループにおいては主要な需要業界からの受注が回復し、売上数量は増加しまし

た。一方、原燃料市況が大幅に上昇しておりますが、これに対して販売価格の改善、固定費削減等の取り組みを継

続することで、業績は改善しました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高201億８千５百万円（前年同期比39.0％増）、営業

利益２億１千６百万円（前年同期は14億９千１百万円の営業損失）、経常利益２億３千万円（前年同期は12億８千

８百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億８千万円（前年同期比85.5％減）となりまし

た。

　各セグメント別の業績は次のとおりであります。

［特殊鋼］

　工具鋼、特殊合金、軸受鋼等の各製品分野での売上数量が増加し、売上高は148億７千５百万円（前年同期比

37.7％増）となりました。損益面では、原燃料等の市況上昇の影響があるものの、販売価格の改善、売上数量の増

加、コストダウン、固定費削減の取り組み、在庫評価損の減少等から、営業利益は１億９千２百万円（前年同期は

11億４千５百万円の営業損失）となりました。

［鋳鉄］

　トラック等の商用車向け、産業機械向け、建設機械向けの売上数量が増加し、売上高は45億４千５百万円（前年

同期比44.6％増）となりました。損益面では、原燃料等の市況上昇の影響があるものの、売上数量の増加及び販売

価格の改善により、営業利益は１千６百万円（前年同期は２億１千万円の営業損失）となりました。

［金型・工具］

　自動車向け金型の売上高が増加し、売上高は７億６千４百万円（前年同期比32.7％増）となりました。損益面で

も、売上高の増加により、営業利益は７百万円（前年同期は１億３千５百万円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億２千２百

万円減少し、370億２千２百万円となりました。

　負債合計は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が増加しましたが、主に借入金の返済により前連結会計年度末

に比べ５億８百万円減少し、219億９千３百万円となりました。

　純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により前連結会計年度末に比べ１億８千５百万円増

加し、150億２千９百万円となりました。なお、2021年６月25日の定時株主総会の決議に基づき、資本金29億４千

８百万円、資本準備金11億３千９百万円を減少させ、繰越利益剰余金の欠損てん補に充当しております。

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３億５千１百万円減少

し、５億８千万円となりました。

　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）

　仕入債務の増加、減価償却費等により、14億６千４百万円の収入（前年同期は２億１千４百万円の収入）となり

ました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産取得による支出等により、３億７百万円の支出（前年同期は29億７千９百万円の収入）となりまし

た。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　借入金の返済等により、15億９百万円の支出（前年同期は19億４千２百万円の支出）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　第２四半期連結累計期間の業績は経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益に重要な差異が発生しておりま

す。その差異内容等については、本日公表の「2022年３月期第２四半期連結累計期間業績予想と実績値との差異」

をご参照ください。

　また、当期末の業績予想については2021年８月２日に公表した予想から下記の通り修正しております。

①2022年３月期の通期連結業績予想

　売上高　　　　　　　　　　42,000百万円（前回予想　39,000百万円）

　営業利益　　　　　　　　　　 700百万円（前回予想　　 700百万円）

　経常利益　　　　　　　　　　 600百万円（前回予想　　 600百万円）

　親会社株主に帰属する

　当期純利益　　　　　　　　　 500百万円（前回予想　　 500百万円）

②変更の理由

　原燃料市況の上昇に伴い、販売価格の見直しを進めており、売上高が増加する見込みであります。なお、損益面

につきましては前回予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 164 209

受取手形及び売掛金 6,803 7,148

製品 2,927 2,520

仕掛品 4,886 5,230

原材料及び貯蔵品 5,562 5,877

その他 1,005 479

貸倒引当金 △6 △1

流動資産合計 21,344 21,464

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 5,348 5,066

土地 5,334 5,335

その他（純額） 2,942 2,830

有形固定資産合計 13,625 13,233

無形固定資産 195 187

投資その他の資産

投資有価証券 879 864

その他 1,328 1,299

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 2,180 2,138

固定資産合計 16,001 15,558

資産合計 37,345 37,022

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,277 3,490

電子記録債務 3,355 3,943

短期借入金 8,296 6,799

未払法人税等 62 77

賞与引当金 321 315

営業外支払手形 192 197

その他 1,676 1,692

流動負債合計 17,182 16,516

固定負債

長期借入金 275 325

再評価に係る繰延税金負債 971 971

退職給付に係る負債 3,777 3,904

その他の引当金 87 97

その他 207 177

固定負債合計 5,319 5,476

負債合計 22,502 21,993

純資産の部

株主資本

資本金 15,669 12,721

資本剰余金 1,139 －

利益剰余金 △4,004 266

自己株式 △39 △39

株主資本合計 12,765 12,948

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 172 161

土地再評価差額金 2,202 2,202

退職給付に係る調整累計額 △297 △282

その他の包括利益累計額合計 2,078 2,080

純資産合計 14,843 15,029

負債純資産合計 37,345 37,022
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 14,520 20,185

売上原価 14,184 18,221

売上総利益 335 1,964

販売費及び一般管理費 1,826 1,747

営業利益又は営業損失（△） △1,491 216

営業外収益

受取配当金 14 37

受取賃貸料 13 6

助成金収入 215 －

その他 34 10

営業外収益合計 277 54

営業外費用

支払利息 30 25

売上債権売却損 6 8

棚卸資産処分損 2 －

出向者人件費負担金 12 －

その他 22 6

営業外費用合計 73 40

経常利益又は経常損失（△） △1,288 230

特別利益

固定資産売却益 3,809 －

特別利益合計 3,809 －

特別損失

固定資産処分損 23 7

特別損失合計 23 7

税金等調整前四半期純利益 2,497 222

法人税、住民税及び事業税 46 14

法人税等調整額 1,205 27

法人税等合計 1,251 42

四半期純利益 1,246 180

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,246 180

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 1,246 180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65 △11

退職給付に係る調整額 10 14

その他の包括利益合計 76 2

四半期包括利益 1,322 183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,322 183

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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 2,497 222

減価償却費 1,018 642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 129 137

その他の引当金の増減額（△は減少） △0 3

有形固定資産処分損益（△は益） △3,785 7

売上債権の増減額（△は増加） 1,810 △343

棚卸資産の増減額（△は増加） 777 △250

仕入債務の増減額（△は減少） △1,721 800

その他 △570 215

小計 156 1,434

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 58 29

営業活動によるキャッシュ・フロー 214 1,464

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 △539 △310

有形固定資産の売却による収入 3,811 －

利息及び配当金の受取額 14 37

その他 △306 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,979 △307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △1,961 △531

長期借入れによる収入 210 210

長期借入金の返済による支出 △125 △1,125

リース債務の返済による支出 △10 △11

設備関係割賦債務の返済による支出 △26 △26

自己株式の取得による支出 △0 △0

利息の支払額 △30 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,942 △1,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,251 △351

現金及び現金同等物の期首残高 266 932

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,518 580

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。収益認識会計基準の適用につい

ては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加

減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は１

百万円減少し、売上原価は７百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ８百万

円減少しております。また、利益剰余金の期首残高は２百万円増加しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しており

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、2021年６月25日開催の第96回定時株主総会の決議に基づき、2021年９月１日付で資本金、資本準備金及

び利益準備金の減少の効力が発生し、資本金2,948百万円及び資本準備金1,139百万円が減少し、その他資本剰余金

に振り替えるとともに、利益準備金117百万円が減少し、繰越利益剰余金に振り替えました。

　また、増加したその他資本剰余金4,088百万円を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損をてん補しま

した。

　これらの結果、第２四半期連結会計期間末において、資本金が12,721百万円、利益剰余金が266百万円となってお

ります。

　なお、株主資本の合計金額への影響はありません。

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社および連結子会社は「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創立されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について

は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39

号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日 企業会計基準委員会）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰

延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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（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 10,801 3,142 576 14,520 － 14,520

セグメント間の内部売上高

又は振替高
72 7 1 81 △81 －

計 10,873 3,150 577 14,602 △81 14,520

セグメント損失（△） △1,145 △210 △135 △1,491 － △1,491

（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

顧客との契約から生じる収益 14,875 4,545 764 20,185 － 20,185

外部顧客への売上高 14,875 4,545 764 20,185 － 20,185

セグメント間の内部売上高

又は振替高
51 2 1 54 △54 －

計 14,927 4,547 765 20,240 △54 20,185

セグメント利益 192 16 7 216 － 216

（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　2020年４月１日 至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

　（注）セグメント損失（△）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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日 至　2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

　（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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しており

ます。当該変更により、「特殊鋼」の売上高が０百万円減少し、セグメント利益が９百万円減少し、「鋳

鉄」の売上高が０百万円減少し、セグメント利益が０百万円増加しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定め

る経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報

は記載しておりません。

- 10 -

日本高周波鋼業（株）　(5476)　2022年３月期　第２四半期決算短信



連　　結

１．当四半期の業績（累計）と通期予想 （単位：百万円）

摘要
当期

22年3月期
第2四半期

(対前年同期) 前年同期
21年3月期
第2四半期

通期予想

22年3月期増減額 増減率
売 上 高 20,185 5,665 39.0% 14,520 42,000
営 業 利 益 216 1,707 － △1,491 700
経 常 利 益 230 1,518 － △1,288 600
親会社株主に帰属する
四 半 期（当期）純 利 益

180 △1,065 △85.5 1,246 500

設 備 投 資 244 △281 △53.5% 526 800
減 価 償 却 費 642 △375 △36.9% 1,018 1,300

【製品・サービス別】 （単位：百万円）

摘要
当　　期 前年同期 増　　減

22年3月期第2四半期 21年3月期第2四半期
売上高 営業利益売上高 営業利益 売上高 営業利益

特　殊　鋼 14,875 192 10,801 △1,145 4,074 1,337
鋳　　　鉄 4,545 16 3,142 △210 1,402 226
金型・工具 764 7 576 △135 188 143

計 20,185 216 14,520 △1,491 5,665 1,707

【海外売上高】 （単位：百万円）

摘要
当　　期 前年同期 (対前年同期)

22年3月期第2四半期 21年3月期第2四半期
増減額 増減率売上高 連結売上高比 売上高 連結売上高比

アジア 2,871 14.2% 2,262 15.6% 609 26.9%
その他の地域 79 0.4% 22 0.2% 57 255.8%

計 2,950 14.6% 2,284 15.7% 666 29.2%
連結売上高 20,185 14,520 5,665 39.0%

増　益　要　因 金額 減　益　要　因 金額
1．売上数量・構成 10 1．原燃料等市況上昇 11
2．販売価格改善 6
3．在庫評価損減少 3
4. 操業コスト改善 2
5．前期減損影響 2
6．固定費削減他 3

計　(A) 26 計　(B) 11
差引　(A)-(B) 15

３．第２四半期決算概要
2021年10月29日

日本高周波鋼業株式会社

2022年3月期　第2四半期決算概要

２．セグメント別売上高・営業利益（累計）

３．経常利益増減益要因 (前年同期比)
（単位：億円）
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