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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 29,580 42.2 757 ― 717 ― 620 ―
22年3月期第3四半期 20,795 △48.7 △1,822 ― △1,985 ― △2,058 ―

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

23年3月期第3四半期 4.23 ―
22年3月期第3四半期 △14.03 ―

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

23年3月期第3四半期 40,931 18,118 44.3 123.57
22年3月期 39,693 17,533 44.2 119.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  18,118百万円 22年3月期  17,533百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
（注2）当社は定款において9月30日（第2四半期末日）および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。 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 39,600 33.4 1,170 ― 1,030 ― 910 ― 6.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）業績予想につきましては、当社が現状で判断しう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こと
をご承知おきください。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご
参照ください。 
（2）当期末の配当につきましては、今後の業績動向や経営環境を考慮して検討してまいりますが、現時点では未定とさせていただきます。配当予想につき
ましては、業績の見通しを得て、開示が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。 

4.  その他 （詳細は、（添付資料） 3ページ 「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 146,876,174株 22年3月期  146,876,174株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  255,093株 22年3月期  225,006株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 146,634,054株 22年3月期3Q 146,703,013株
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 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、外需や政策効果に支えられ、緩やかながら

も着実に回復してまいりました。特殊鋼業界につきましても、自動車関連等の主要需要業界向け

の需要が改善し、特殊鋼熱間圧延鋼材の生産水準は回復を続けてまいりました。 

 このような環境下、当社グループは需要環境の変化に対応する生産体制を整えるとともに、更

なるコスト改善活動に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高29,580百万円

（前年同期比42.2％増）、営業利益757百万円（前年同期は1,822百万円の損失）、経常利益717百

万円（前年同期は1,985百万円の損失）、四半期純利益620百万円（前年同期は2,058百万円の損

失）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。 

  

［特殊鋼］ 

 ＨＤＤ向け需要や自動車関連向け需要が堅調に推移したことに加え、その他の分野についても

需要が回復したことにより売上高は22,571百万円（前年同期比35.9％増）と増加いたしました。

また、営業利益につきましては334百万円（前年同期は1,642百万円の損失）となりました。 

  

［鋳鉄］ 

 海外需要を背景に主力のトラック関連や建設機械向け製品が堅調に推移するとともに、新規需

要を取り込んだ結果、売上高は5,648百万円（前年同期比78.0％増）と増加いたしました。営業利

益につきましては、409百万円（前年同期は1百万円の損失）となりました。 

  

［金型・工具］ 

 自動車関連向け金型部品に加え、その他の分野についても需要が回復したことにより、売上高

は1,360百万円（前年同期比34.5％増）と増加いたしました。また営業利益につきましては12百万

円（前年同期は177百万円の損失）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加1,552百万円、たな卸資産

の増加695百万円等による流動資産の増加1,879百万円、有形固定資産の減少655百万円等により

40,931百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,237百万円増加しました。 

 負債合計は、支払手形及び買掛金の増加2,047百万円、短期借入金の減少1,090百万円等による

流動負債の増加814百万円、退職給付引当金の減少140百万円等による固定負債の減少161百万円に

より22,813百万円となり、前連結会計年度末に比べ652百万円増加しました。 

 純資産合計は、四半期純利益の計上620百万円、その他有価証券評価差額金の減少32百万円等に

より18,118百万円となり、前連結会計年度末に比べ585百万円増加しました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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198百万

円減少し、587百万円となりました。 

 当第３四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）  

 税金等調整前四半期純利益657百万円、減価償却費1,282百万円、仕入債務の増加1,968百万円等

により増加した一方、売上債権の増加1,552百万円、たな卸資産の増加695百万円等により減少し

た結果、1,374百万円の収入（前年同期は603百万円の支出）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 主に有形固定資産の取得による支出485百万円等により、476百万円の支出（前年同期は1,200百

万円の支出）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入れによる収入210百万円により増加した一方、短期借入金の返済による支出1,176百万

円等により減少した結果、1,095百万円の支出（前年同期は2,076百万円の収入）となりました。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 足元のわが国経済は、昨年夏場以降の急速な円高の進行や海外経済の減速懸念、政策効果の剥

落等により先行きの不透明感が強まっております。特殊鋼業界につきましても、これまで回復を

続けてきた特殊鋼熱間圧延鋼材の生産水準は、足元では足踏み状態となっております。 

 当社グループは更なる業績の改善に努めてまいりますが、通期の業績予想につきましては、現

時点において変更はありません。 

 また、当期末の配当につきましては、今後の業績動向や経営環境を考慮して検討してまいりま

すが、現時点では未定とさせていただきます。配当予想につきましては、業績の見通しを得て、

開示が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理  

（棚卸資産の評価方法）  

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

    

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 149 120

受取手形及び売掛金 8,201 6,648

製品 2,819 2,742

仕掛品 5,547 5,141

原材料及び貯蔵品 3,526 3,314

その他 714 1,109

貸倒引当金 △11 △8

流動資産合計 20,947 19,068

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 6,252 6,711

土地 8,507 8,507

その他（純額） 3,774 3,971

有形固定資産合計 18,534 19,190

無形固定資産 94 106

投資その他の資産   

投資有価証券 922 974

その他 470 391

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 1,354 1,328

固定資産合計 19,983 20,625

資産合計 40,931 39,693
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,707 5,659

短期借入金 6,125 7,215

未払法人税等 67 51

賞与引当金 86 267

その他 2,233 2,211

流動負債合計 16,220 15,405

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 2,370 2,370

退職給付引当金 3,296 3,436

その他の引当金 70 57

その他 854 889

固定負債合計 6,592 6,754

負債合計 22,813 22,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,669 15,669

資本剰余金 1,728 1,728

利益剰余金 △102 △723

自己株式 △33 △30

株主資本合計 17,262 16,644

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 122 154

土地再評価差額金 734 734

評価・換算差額等合計 856 888

純資産合計 18,118 17,533

負債純資産合計 40,931 39,693
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（２）四半期連結損益計算書 
（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,795 29,580

売上原価 20,177 26,269

売上総利益 617 3,310

販売費及び一般管理費 2,439 2,553

営業利益又は営業損失（△） △1,822 757

営業外収益   

受取配当金 11 27

受取賃貸料 23 32

助成金収入 196 16

その他 90 88

営業外収益合計 322 164

営業外費用   

支払利息 55 51

売上債権売却損 24 22

出向者人件費負担金 43 30

休業費用 244 25

その他 117 73

営業外費用合計 486 203

経常利益又は経常損失（△） △1,985 717

特別損失   

固定資産処分損 57 37

ゴルフ会員権評価損 12 －

環境対策費 － 22

特別損失合計 70 59

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,056 657

法人税、住民税及び事業税 13 55

法人税等調整額 △10 △17

法人税等合計 2 37

少数株主損益調整前四半期純利益 － 620

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,058 620
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,056 657

減価償却費 1,365 1,282

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△300 △126

売上債権の増減額（△は増加） 155 △1,552

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,590 △695

仕入債務の増減額（△は減少） △587 1,968

その他 △916 △115

小計 △748 1,418

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 145 △44

営業活動によるキャッシュ・フロー △603 1,374

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 △1,171 △485

利息及び配当金の受取額 13 29

その他 △42 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,200 △476

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,361 －

短期借入金の返済による支出 － △1,176

長期借入れによる収入 49 210

長期借入金の返済による支出 △36 △51

リース債務の返済による支出 △19 △23

自己株式の取得による支出 △3 △3

配当金の支払額 △220 －

利息の支払額 △55 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,076 △1,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272 △198

現金及び現金同等物の期首残高 235 786

現金及び現金同等物の四半期末残高 507 587
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 該当事項はありません。  

  

  

      〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。  

２ 各事業の主な製品 

(1）特殊鋼…………鍛鋼品（ダイス鋼、プラスチック金型用鋼、その他精密鍛造材） 

特殊鋼圧延鋼材・同二次加工品（軸受鋼、特殊ステンレス鋼、特殊合金） 

その他（加工品、ビレット、その他） 

(2）鋳鉄……………自動車部品、建設機械部品、合金鉄製造用の鋳型等各種鋳物製品（ダクタイル鋳物、 

普通鋳物） 

(3）金型・工具……各種金型及び金型部品、各種特殊工具、完成バイト、付刃バイト、精密バイト、 

一般切削工具 

  

   

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

   

  

〔海外売上高〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア …………… タイ、台湾、中国 他 

(2）その他の地域 …… アメリカ合衆国 他 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
特殊鋼 
(百万円) 

鋳鉄 
(百万円) 

金型・工具 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高  16,611  3,172  1,011  20,795  －  20,795

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 96  11  13  120  (120)  －

計  16,707  3,184  1,024  20,916  (120)  20,795

営業損失（△）  △1,642  △1  △177  △1,822  －  △1,822

  アジア  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,779  28  2,807

Ⅱ 連結売上高（百万円）      20,795

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  13.4  0.1  13.5
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「特殊鋼事業」、「鋳鉄事業」及び

「金型・工具事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「特殊鋼事業」は、特殊鋼圧延鋼材や鍛鋼品等特殊鋼製品の製造・販売を行っております。「鋳鉄事業」は、

自動車部品や建設機械部品等鋳物製品の製造・販売を行っております。「金型・工具事業」は、金型及び金型部

品、各種切削工具等の製造・販売を行っております。 

  

２．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 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（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。 

  

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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （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  22,571  5,648  1,360  29,580  －  29,580

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 164  23  18  206  △206  －

計  22,736  5,671  1,378  29,786  △206  29,580

セグメント利益  334  409  12  757  －  757

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．第３四半期決算概要
平成23年2月3日

        日本高周波鋼業株式会社

１．当四半期の業績(累計）と通期予想 （単位：百万円、％）
当期 前年同期 通期予想

23年3月期 22年3月期
第3四半期 増減額 増減率 第3四半期 23年3月期

　売 上 高 29,580 8,784 42.2% 20,795 39,600
　営 業 利 益 757 2,579 － △ 1,822 1,170
　経 常 利 益 717 2,703 － △ 1,985 1,030
　四 半 期（当期）純 利 益 620 2,679 － △ 2,058 910

　設 備 投 資 680 △ 241 △26.2% 921 1,000
1,282 △ 83 △6.1% 1,365 1,700

２．セグメント別売上高・営業利益（累計）

【製品・サービス別】 （単位：百万円）

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
　特　殊　鋼 22,571 334 16,611 △ 1,642 5,960 1,977
　鋳　　　鉄 5,648 409 3,172 △ 1 2,475 411
　金型・工具 1,360 12 1,011 △ 177 348 189
　　　計 29,580 757 20,795 △ 1,822 8,784 2,579

【海外売上高】 （単位：百万円、％）

売上高 連結売上高比 売上高 連結売上高比 増減額 増減率
　アジア 3,782 12.8% 2,779 13.4% 1,002 36.1%
　その他の地域 33 0.1% 28 0.1% 5 18.7%
　　　計 3,815 12.9% 2,807 13.5% 1,008 35.9%
　連結売上高 29,580 20,795 8,784 42.2%

３．経常利益増減益要因 (前年同期比)▲１９．８億円　→７．２億円（＋２７億円の増益）
（単位：億円）

金額 金額
1．数量・構成 28 1．原材料価格上昇 6
2．コスト削減 6 2．労務費増 6
3. 販売価格上昇 6 3．その他 1

計  (A) 40 計  (B) 13
差引  (A)-(B) 27

１．当四半期の業績(累計）と通期予想 （単位：千トン、百万円、％）
当期 前年同期 通期予想

23年3月期 22年3月期
第3四半期 増減額 増減率 第3四半期 23年3月期

　売 上 高 21,174 6,040 39.9% 15,133 29,300
　（売上数量） (70.5) (23.6) － (46.8) －
　営 業 利 益 437 1,933 － △ 1,496 700
　経 常 利 益 487 2,039 － △ 1,552 700
　四 半 期（当期）純 利 益 538 2,154 － △ 1,616 730

増  益  要  因 減  益  要  因

個　　　別

(対前年同期)
摘要

当　　期 前年同期 (対前年同期)
23年3月期第3四半期 22年3月期第3四半期

　減 価 償 却 費

増      減前年同期当　　期
23年3月期第3四半期 22年3月期第3四半期摘要

平成23年3月期　第3四半期決算概要

連　　　結

(対前年同期)
摘要
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