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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 844,466 ― 25,131 ― 7,355 ― 3,108 ―

20年3月期第3四半期 866,982 7.2 33,064 △14.8 28,283 △21.8 14,497 △36.0

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3四半期 4.44 4.44
20年3月期第3四半期 20.64 20.64

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3四半期 989,323 252,780 19.7 277.85
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3四半期  195,163百万円 20年3月期  231,935百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

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 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 1,030,000 △12.3 10,000 △79.4 △14,000 ― △29,000 ― △41.29

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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、４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） 

（注）詳細は、４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） 

※ 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、４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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  706,554,179株 20年3月期  706,539,179株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,135,685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3四半期  700,827,794株 20年3月期第3四半期  702,238,199株



 

 

（参考） 個別業績予想 
平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21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 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 410,000 △23.0 △9,500 － △5,500 － △14,000 － △19 93
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 



 

 

【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３四半期連結累計期間における売上高は8,445億円と、銅アルミ地金価格、為替レートの変動の影

響等もあり、前年同期比で△2.6％の減少となりました。 

営業利益は売上高の減少に加え、税制改正に伴う減価償却費の増加、原油価格の変動等の影響もあり、

前年同期比△79億円の251億円、経常利益は円高による在外子会社での為替差損が増加、前年同期比△

209億円の74億円でした。 

また、特別損益で、カナダおよびアメリカの子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益+185億円、特

別損失で環境対策引当金繰入額△124億円などを計上した結果、四半期純利益は前年同期比で△114億円

減少の31億円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は9,893億円となり、前連結会計年度末より255億円減少しまし

た。受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比179億円減少したほか、保有株式の時価評価減少等により

投資有価証券が148億円減少したことが主たる要因です。 

負債は7,365億円となり、前連結会計年度末より167億円増加しました。環境対策引当金が前連結会計

年度末比115億円増加したほか、有利子負債が71億円増加したことが主たる要因です。 

純資産は2,528億円となり、前連結会計年度末より422億円減少しました。利益剰余金が110億円減少し

たほか、為替換算調整勘定が117億円、繰延ヘッジ損益が101億円の減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の22.9％から19.7％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（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の連結業績予想については、平成20年11月

10日に公表した予想から修正することといたしました。欧米の金融危機をきっかけとした世界経済の急

激な減速による全般的な需要の減少や、為替・非鉄金属（銅、アルミ）相場の大幅な変動など、当社を

取り巻く環境は極めて厳しいものとなりました。また、期末までに有形無形固定資産の減損等も見込ま

れること、将来の利益計画の見直しにより繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、当社の繰延税金

資産を取崩したことにより、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を以下の通り修正しております。 

 

連結通期業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成20年11月10日発表） 
1,140,000 40,000 26,000 29,000

今回修正予想（Ｂ） 1,030,000 10,000 △14,000 △29,000

増減額（Ｂ－Ａ） △110,000 △30,000 △40,000 △58,000

増減率（％） △9.6 △75.0 － －

前期実績 

（平成20年３月期） 
1,174,247 48,447 40,831 15,291

 

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） 

清算に伴い、FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.を当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外

しております。 

 



 

 

(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おりま

したが、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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は、1,342百万円減少しております。

なお、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であります。 

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

用しておりましたが、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、これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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 

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。 

これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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、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。 

これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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おりました



 

 

が、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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の経常利益は1,934百万円、税金等調整前四半期純利益は1,955百

万円減少しております。なお、営業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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ3,918百万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。 



５．四半期連結財務諸表 
(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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,417 47,328 

受取手形及び売掛金 263,333 281,202 

有価証券 38 40 

製品 37,657 36,368 

原材料 39,374 38,436 

仕掛品 44,265 43,191 

その他 83,397 56,711 

貸倒引当金 △1,561 △1,843 

流動資産合計 506,923 501,435 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 254,772 254,390 

機械装置及び運搬具 635,417 634,424 

土地 85,847 87,816 

その他 99,833 94,872 

減価償却累計額 △749,749 △733,276 

有形固定資産合計 326,121 338,227 

無形固定資産   

のれん 9,858 17,942 

その他 14,636 18,584 

無形固定資産合計 24,494 36,526 

投資その他の資産   

投資有価証券 92,358 107,128 

その他 43,764 36,183 

貸倒引当金 △4,338 △4,725 

投資その他の資産合計 131,783 138,587 

固定資産合計 482,400 513,341 

資産合計 989,323 1,014,777 



(単位：百万円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 145,677 150,057 

短期借入金 190,264 172,072 

コマーシャル・ペーパー 5,000 11,000 

1年内償還予定の社債 2,088 6,716 

未払法人税等 2,508 14,008 

製品補償引当金 4,146 3,401 

その他 79,697 61,919 

流動負債合計 429,381 419,175 

固定負債   

社債 71,180 69,650 

長期借入金 137,620 139,612 

退職給付引当金 73,050 77,449 

環境対策引当金 14,888 3,406 

その他 10,421 10,501 

固定負債合計 307,161 300,620 

負債合計 736,542 719,795 

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,375 69,373 

資本剰余金 21,448 21,447 

利益剰余金 108,697 119,712 

自己株式 △2,283 △5,147 

株主資本合計 197,239 205,384 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,880 24,732 

繰延ヘッジ損益 △8,064 2,018 

為替換算調整勘定 △11,891 △200 

評価・換算差額等合計 △2,075 26,550 

少数株主持分 57,617 63,046 

純資産合計 252,780 294,982 

負債純資産合計 989,323 1,014,777 



(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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 844,466

売上原価 724,301

売上総利益 120,164

販売費及び一般管理費  

販売費 30,937

一般管理費 64,095

販売費及び一般管理費合計 95,033

営業利益 25,131

営業外収益  

受取利息 588

受取配当金 1,958

持分法による投資利益 892

その他 1,568

営業外収益合計 5,008

営業外費用  

支払利息 6,321

為替差損 14,499

その他 1,963

営業外費用合計 22,784

経常利益 7,355

特別利益  

為替換算調整勘定取崩益 18,514

その他 3,404

特別利益合計 21,919

特別損失  

投資有価証券評価損 3,098

環境対策引当金繰入額 12,431

減損損失 1,251

その他 7,780

特別損失合計 24,562

税金等調整前四半期純利益 4,713

法人税、住民税及び事業税 1,553

法人税等調整額 △1,798

法人税等合計 △245

少数株主利益 1,850

四半期純利益 3,108



 

 

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

120,877 208,553 144,681 186,508 174,552 9,293 844,466 － 844,466

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

3,363 16,297 3,592 6,799 6,416 22,869 59,338 （59,338） －

計 124,240 224,850 148,273 193,308 180,968 32,162 903,805 （59,338） 844,466

営業利益 9,316 1,831 1,505 5,027 5,636 1,408 24,726 404 25,131

(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、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３四半期連結累計期間の営業利益は、「情

報通信」が221百万円、「エネルギー・産業機材」が233百万円、「金属」が633百万円、「軽金属」が

2,192百万円、「電装・エレクトロニクス」が615百万円、「サービス等」が21百万円、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。 



 

 

[参考資料] 

前年同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３四半期連結累計期間 

自 平成19年４月１日 科  目 

至 平成19年12月31日 

Ⅰ 売上高 866,982

Ⅱ 売上原価 742,692

売上総利益 124,289

Ⅲ 販売費及び一般管理費 91,225

営業利益 33,064

Ⅳ 営業外収益 5,693

受取利息 919

受取配当金 2,074

持分法による投資利益 1,190

その他 1,509

Ⅴ 営業外費用 10,474

支払利息 6,629

為替差損 1,041

その他 2,803

経常利益 28,283

Ⅵ 特別利益 1,978

Ⅶ 特別損失 6,453

税金等調整前四半期純利益 23,808

法人税、住民税及び事業税 8,086

法人税等調整額 △1,710

少数株主利益 2,936

四半期純利益 14,497

 



 

 

(2) セグメント情報 

【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19年４月１日 至 平成19年12月31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 

115,590 208,768 157,691 185,936 188,500 10,495 866,982 － 866,982

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

3,694 21,840 2,333 6,355 7,389 21,881 63,495 （63,495） －

計 119,284 230,609 160,024 192,292 195,889 32,377 930,477 （63,495） 866,982

 営業費用 111,848 224,715 155,465 183,324 191,312 30,956 897,623 （63,706） 833,917

 営業利益 7,435 5,893 4,559 8,967 4,576 1,421 32,853 210 33,064

(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。 
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