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（財）財務会計基準機構会員      

 

平成21年３月期 第１四半期決算短信 
平成20年 8月 7日 

 
上 場 会 社 名 古河電気工業株式会社 上場取引所 東 大 名 
コ ー ド 番 号 5801 ＵＲＬ http://www.furukawa.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 田 政雄   

問合せ先責任者 (役職名) 
経営企画室IR・
広報ユニット長

(氏名) 福本 雅彦 ＴＥＬ (03) 3286-3050 

四半期報告書提出予定日 平成20年８月14日   
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６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 四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 287,044 － 10,225 － 1,657 － 6,889 －
20年３月期第１四半期 282,059 13.1 9,581 △0.9 8,884 △10.7 3,446 △18.6

 

 
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

21年３月期第１四半期 9 84 9 84
20年３月期第１四半期 4 88 4 88

 
(2) 連結財政状態 

 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

21年３月期第１四半期 988,627 282,966 22.4 316 24
20年３月期 1,014,777 294,982 22.9 332 61

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 221,377百万円 20年３月期 231,935百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年３月期 － 3 50 － 3 50 7 00 
21年３月期 － 
21年３月期(予想)  3 50 － 3 50

7 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期連
結累計期間 

595,000 － 21,000 － 12,000 － 13,600 － 19 43

通     期 1,210,000 3.0 46,000 △5.1 34,500 △15.5 24,100 57.6 34 43
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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４．その他 
 
(1) 期中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) 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 ： 有 

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  
  
(3) 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（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もの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 有 
 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   
(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) 21年３月期第１四半期 706,539,179株 20年３月期 706,539,179株
② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期 6,517,109株 20年３月期 9,226,349株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年３月期第１四半期 700,025,818株 20年３月期第１四半期 706,069,212株

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実
   な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績は今後様々な要因に
   よって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ 
   【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期
   財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における売上高は前年同期比1.8％増の287,044百万円、為替の変動や銅アルミ地金価格

高騰の影響等の特殊要因を除くと、実質的には+8,452百万円（前年同期比3.0％）の増加でした。 

営業利益は前年同期比+644百万円の10,225百万円、経常利益は前年同期比△7,227百万円の1,657百万

円でした。営業利益では平成20年度税制改正に伴う償却費増△1,238百万円、原油価格高騰の影響△

1,321百万円、加えて経常利益では為替差損益が前年同期比△7,804百万円影響しており、それらを除い

た実質的な損益は前年同期と比較して営業利益で+3,204百万円、経常利益で+3,138百万円と、ともに増

益となりました。 

また、特別損益では、カナダ子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益+11,446百万円などがあり、四

半期純利益は前年同期比で+3,442百万円増加して6,889百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は988,627百万円と前連結会計年度末に比べ、26,150百万円減少

しました。主な減少項目は現金及び預金で10,443百万円、のれんの償却等により無形固定資産で10,214

百万円、有形固定資産で6,398百万円です。 

負債は705,660百万円と前連結会計年度末に比べ、14,135百万円減少しました。法人税等の支払いによ

る未払法人税等の減少10,607百万円のほか、有利子負債が3,313百万円減少しております。 

純資産は、282,966百万円と前連結会計年度末に比べ、12,015百万円減少しました。 

自己資本比率は前連結会計年度末の22.9％から22.4％となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）については、本年６月23日

に公表した予想から変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 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 

1.たな卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

 

2.固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却費については、年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間

償却予定額を、期間按分して算定しております。 

 

(3) 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 

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

2.重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっていまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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また、従来、当社の製品及び仕掛品の評価基準及び評価方法について半期別総平均法に基づく原価法を採

用していましたが、当第１四半期連結会計期間より月次総平均法に基づく原価法に変更しました。 

この変更は、近年における銅等の主要原材料の市場価格の大幅な変動に対し、売上原価及びたな卸資産の

貸借対照表価額を適切に反映させることで、財政状態及び経営成績をより適正に表示するために行ったもの

です。 

なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

3.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

4.リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、リース取引開始日

が平成20年４月１日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

5.在外連結子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

在外連結子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算していましたが、

当第１四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外連結子会社等の重要性が増加したことに伴い、連結会計年度を通じて発生する収益及び

費用の各項目を決算日の為替相場により換算すると、為替相場の変動状況によっては在外連結子会社等の経

営成績を正しく表示できない可能性があるため、これを回避し、より実情に即した企業状況を表示するため

に行ったものであります。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

(4) 追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。 

これにより、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1,238百万円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

(5) 重要な後発事象 

当連結会計年度 

1.退職給付制度の改定 

当社及び連結子会社である古河スカイ株式会社は、企業の安定経営と、従業員個々人の貢献度を合理的な

形で退職金に反映させることを目的として、現行の退職給付制度の改定を行うこととし、平成20年７月29日

付けで厚生労働省へ認可申請を行っております。 

この制度の改定は、平成20年10月１日付けで退職給付制度全体をポイント制退職金制度に変更すること、

並びに適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行と一部確定拠出年金制度の新規導入を主な内容

としており、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理（企業会計基準適用指針第１号）」を適用する予

定であります。 
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2.当社による株式会社井上製作所の完全子会社化 

当社は、平成20年８月７日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社井上製作所（以下「井上

製作所」）を完全子会社とするため、株式交換を行うことを決議するとともに、同日付で株式交換契約書を

締結しました。 

（1）提出会社との間の資本関係及び取引関係 

・資本関係 

当社は井上製作所の発行済株式のうち、55%を保有。 

・取引関係 

電力部品を主とした原材料および製品の売買。 

（2）株式交換の方法 

会社法第796条第３項に定める方法により、平成20年10月１日を効力発生日として、当社を除く井上製作所

の株主の保有する同社株式を当社が取得し、当社を除く同社の株主に対して当社の普通株式を交付します。 

（3）株式交換比率 

当社を除く井上製作所の株主に対し、その所有する株式１株につき、当社の普通株式３株を割当交付しま

す。割当交付する当社の普通株式には、当社の保有する自己株式を充当する予定です。 

なお、本株式交換により、当社は井上製作所普通株式877,500株を取得する予定であり、これに伴う営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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５．【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１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 36,884  47,328

  受取手形及び売掛金 279,576  281,202

  有価証券 38  40

  製品 37,534  36,368

  原材料 37,416  38,436

  仕掛品 49,918  43,191

  その他 51,856  56,711

  貸倒引当金 △1,865  △1,843

  流動資産合計 491,358  501,435

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 251,517  254,390

   機械装置及び運搬具 627,618  634,424

   土地 87,178  87,816

   その他 99,771  94,872

   減価償却累計額 △734,256  △733,276

   有形固定資産合計 331,829  338,227

  無形固定資産  

   のれん 9,742  17,942

   その他 16,569  18,584

   無形固定資産合計 26,311  36,526

  投資その他の資産  

   投資その他の資産 142,864  143,312

   貸倒引当金 △3,736  △4,725

   投資その他の資産合計 139,127  138,587

  固定資産合計 497,268  513,341

 資産合計 988,627  1,014,777
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  (単位：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 150,914  150,057

  短期借入金 167,767  172,072

  コマーシャル・ペーパー 18,000  11,000

  １年内償還予定の社債 3,491  6,716

  未払法人税等 3,400  14,008

  製品補償引当金 3,186  3,401

  その他 61,559  61,919

  流動負債合計 408,320  419,175

 固定負債  

  社債 69,660  69,650

  長期借入金 136,819  139,612

  退職給付引当金 77,406  77,449

  環境対策引当金 2,938  3,406

  その他 10,515  10,501

  固定負債合計 297,339  300,620

 負債合計 705,660  719,795

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 69,373  69,373

  資本剰余金 21,256  21,447

  利益剰余金 115,231  119,712

  自己株式 △3,634  △5,147

  株主資本合計 202,226  205,384

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 28,544  24,732

  繰延ヘッジ損益 2,405  2,018

  為替換算調整勘定 △11,799  △200

  評価・換算差額等合計 19,150  26,550

 少数株主持分 61,589  63,046

 純資産合計 282,966  294,982

負債純資産合計 988,627  1,014,777
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(2)【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  287,044

売上原価  245,620

売上総利益  41,423

販売費及び一般管理費  31,198

 販売費  10,163

 一般管理費  21,034

営業利益  10,225

営業外収益  

 受取利息  218

 受取配当金  1,133

 持分法による投資利益  726

 その他  382

 営業外収益合計  2,461

営業外費用  

 支払利息  2,048

 為替差損  8,092

 その他  888

 営業外費用合計  11,029

経常利益  1,657

特別利益  

 為替換算調整勘定取崩益  11,446

 その他  1,230

 特別利益合計  12,677

特別損失  

 投資有価証券評価損  1,246

 訴訟和解金  973

 その他  2,352

 特別損失合計  4,572

税金等調整前四半期純利益  9,762

法人税、住民税及び事業税  429

法人税等調整額  1,357

少数株主利益  1,085

四半期純利益  6,889
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 
情報通信

(百万円)

エネルギ
ー・産業
機材 

(百万円) 

金属 

(百万円)

軽金属

(百万円)

電装・エ
レクトロ
ニクス

(百万円)

サービス
等 

(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 

36,845 68,953 53,272 65,733 58,635 3,603 287,044 － 287,044

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

1,262 6,006 1,300 2,669 2,386 7,721 21,348 （21,348） －

計 38,108 74,960 54,573 68,402 61,022 11,325 308,392 （21,348） 287,044

営業利益 2,638 1,280 941 3,279 1,462 509 10,112 113 10,225

(注) １．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮

して区分しております。 

２．各事業区分の内訳 

(1) 「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、

ネットワーク機器等であります。 

(2) 「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属

品・工事、電線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等であります。 

(3) 「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等であります。 

(4) 「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等であります。 

(5) 「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモ

リーディスク用アルミ基板、電子部品材料等であります。 

(6) 「サービス等」の内訳は、不動産、物流、情報等の各種サービス事業等であります。 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 

４．追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、「情

報通信」が66百万円、「エネルギー・産業機材」が81百万円、「金属」が260百万円、「軽金属」が653百

万円、「電装・エレクトロニクス」が172百万円、「サービス等」が2百万円、それぞれ減少しております。 

 

(5) 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。 
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[参考資料] 

前第１四半期に係る連結財務諸表等 

(1) （要約）前四半期連結損益計算書 

 （単位：百万円）

前第１四半期 

自 平成19年４月１日 科  目 

至 平成19年６月30日 

Ⅰ 売上高 282,059

Ⅱ 売上原価 241,772

売上総利益 40,286

Ⅲ 販売費及び一般管理費 30,704

営業利益 9,581

Ⅳ 営業外収益 2,439

受取利息 401

受取配当金 1,272

持分法による投資利益 238

その他 526

Ⅴ 営業外費用 3,136

支払利息 2,205

為替差損 287

その他 642

経常利益 8,884

Ⅵ 特別利益 400

Ⅶ 特別損失 2,037

税金等調整前四半期純利益 7,247

法人税、住民税及び事業税 3,684

法人税等調整額 △398

少数株主利益 514

四半期純利益 3,446

 



古河電気工業株式会社 （5801）平成21年３月期 第１四半期決算短信 

― 11 ― 

(2) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

 情報通信
エネルギ
ー・産業
機材 

金属 軽金属
電装・エ
レクトロ
ニクス

サービス
等 

合計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業損益 

 売上高 
   

(1)外部顧客に対す
る売上高 

37,075 66,142 53,653 61,185 60,426 3,575 282,059 － 282,059

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,186 7,233 442 2,121 2,499 6,912 20,396 （20,396） －

計 38,261 73,375 54,096 63,307 62,926 10,488 302,456 （20,396） 282,059

 営業費用 37,321 71,110 52,416 59,844 62,098 10,117 292,909 （20,431） 272,477

 営業利益 939 2,265 1,680 3,463 827 370 9,546 35 9,581

(注) １．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮

して区分しております。 

２．各事業区分の内訳 

(1) 「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、

ネットワーク機器等であります。 

(2) 「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属

品・工事、電線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等であります。 

(3) 「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等であります。 

(4) 「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等であります。 

(5) 「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモ

リーディスク用アルミ基板、電子部品材料等であります。 

(6) 「サービス等」の内訳は、不動産、物流、情報等の各種サービス事業等であります。 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 


