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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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10月期第1四半期 13,158 ― 457 ― 520 ― △446 ―
20年10月期第1四半期 20,327 0.8 1,440 △4.2 1,523 △1.5 867 1.1

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

21年10月期第1四半期 △41.84 ―
20年10月期第1四半期 80.74 75.94

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10月期第1四半期 48,290 26,909 55.7 2,519.65
20年10月期 55,839 27,595 49.4 2,583.65

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  26,897百万円 20年10月期  27,581百万円

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10月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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）

（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

第2四半期連結累計期間 25,300 ― 700 ― 830 ― △80 ― △7.49
通期 50,000 △37.3 1,280 △75.3 1,560 △71.7 300 △89.9 28.10

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  無  

(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、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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の業績予想及び配当予想につきましては、平成20年12月10日に発表しました内容から変更しております。 
 ２．上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる 
   可能性があります。 
   なお、上記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。 
 ３．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。  

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） 21年10月期第1四半期  10,800,000株 20年10月期  10,800,000株
② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  124,798株 20年10月期  124,758株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  10,675,222株 20年10月期第1四半期  10,748,748株
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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1四半期におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響が実体経済に急激に波及したため、企業収益の大幅な

減少や雇用情勢の悪化など、景気は急速に悪化してまいりました。

　当社グループの係わる電線業界におきましても、電線の主材料である銅の価格が、1トン当たり期中平均370千円と

前年同期に比べ54.5％下落したことや需要の減少に伴い、大変厳しい状況で推移いたしました。

　このような情勢のもとで当社グループは、提案型営業の推進及び新規得意先の開拓、新商品の拡販など積極的な営

業展開を図りましたが、銅価格の大幅な下落や景気悪化に伴う需要の減少の影響を受け、売上高は13,158百万円（前

年同期比35.3％減）、営業利益は457百万円（前年同期比68.2％減）、経常利益は520百万円（前年同期比65.8％減）

となりました。また、役員退職慰労金等の特別損失を250百万円計上したため、税金等調整前四半期純利益は270百万

円（前年同期比82.2％減）となりました。

さらに、今後の景気の悪化に伴う業績の悪化を踏まえ繰延税金資産の取り崩しを行ったため、法人税等調整額が694

百万円となり、四半期純損失が446百万円（前年同期は867百万円の四半期純利益）となりました。

　部門別の状況といたしましては、電線・ケーブル部門は、銅価格の大幅な下落に伴う製品価格の低下や民間設備投

資の大幅な減少の影響で、当部門の売上高は12,623百万円（前年同期比36.1％減）となりました。

　情報関連機器・その他部門は、提案型営業を強化するとともに、東京・大阪地区においてDTP（印刷製版）販社向

けに積極的な営業展開を図りましたが、需要の減少により、当部門の売上高は535百万円（前年同期比6.3％減）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１四半期末の資産につきましては、資産合計は48,290百万円で前連結会計年度末に比べて7,549百万円の減

少となりました。

　流動資産は、売上債権が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて7,687百万円の減少となり、固定

資産は、設備投資により有形固定資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて138百万円の増加と

なりました。

　負債につきましては、負債合計は21,380百万円で前連結会計年度末に比べて6,863百万円の減少となりました。

　流動負債は、仕入債務及び未払法人税等が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて6,344百万円の

減少となり、固定負債も役員退職慰労引当金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて519百万円の

減少となりました。

　純資産につきましては、純資産合計は26,909百万円で前連結会計年度末に比べて685百万円の減少となりました。

減少の主な要因は、繰延税金資産の取り崩しなどにより、純損失が446百万円となったため、利益剰余金が638百

万円減少したことなどによります。

（２）連結キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,428百万円

減少し、6,759百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動における資金は、税金等調整前四半期純利益270百万円、減価償却費80百万円、売上債権の減少4,508

百万円、たな卸資産の減少518百万円等の収入に対し、仕入債務の減少5,851百万円、役員退職慰労引当金の減

少348百万円、賞与引当金の減少211百万円及び法人税等の支払1,003百万円等により、1,514百万円の減少とな

りました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動における資金は、有形固定資産の取得による支出289百万円、投資有価証券の取得による支出278百

万円等により、570百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動における資金は、転換社債の買入消却による支出175百万円、配当金の支払153百万円等により、328

百万円の減少となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　銅価格の下落による売上高の減少に加え、景気の急激な悪化により、民間設備投資需要が大幅に落ち込んでいるこ

と、更に業績の悪化を踏まえ繰延税金資産の取り崩しを行ったことなどにより、平成20年12月10日の決算短信で発表

しました平成21年10月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想から以下のとおり修正いたしております。

（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 28,500 1,340 1,430 820 76 81

今回修正予想（Ｂ） 25,300 700 830 △80 △7 49

増減額（Ｂ－Ａ） △3,200 △640 △600 △900 －  

増減率（％） △11.2 △47.8 △42.0 － －  

前中間期実績 40,531 2,800 2,955 1,631 152 25

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 58,200 2,900 3,100 1,800 168 61

今回修正予想（Ｂ） 50,000 1,280 1,560 300 28 10

増減額（Ｂ－Ａ） △8,200 △1,620 △1,540 △1,500 －  

増減率（％） △14.1 △55.9 △49.7 △83.3 －  

前期実績 79,741 5,181 5,504 2,971 277 73

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

　該当事項はありません。

（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、主として移動平均法による原価法によっておりまし
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、主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法）により算定しております。これによる損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21年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,859 9,287

受取手形及び売掛金 19,919 24,441

有価証券 37 20

商品 3,125 3,585

製品 27 34

原材料 247 271

仕掛品 48 84

繰延税金資産 142 393

その他 75 56

貸倒引当金 △45 △51

流動資産合計 30,436 38,124

固定資産   

有形固定資産 13,309 12,959

無形固定資産 30 31

投資その他の資産   

投資有価証券 1,420 1,217

長期貸付金 110 111

繰延税金資産 802 1,235

その他 2,679 2,650

貸倒引当金 △500 △491

投資その他の資産合計 4,513 4,723

固定資産合計 17,853 17,715

資産合計 48,290 55,839
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,932 21,797

短期借入金 200 200

未払法人税等 21 1,002

賞与引当金 275 487

その他 1,363 651

流動負債合計 17,794 24,138

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 1,825 2,000

繰延税金負債 126 126

退職給付引当金 1,267 1,267

役員退職慰労引当金 260 608

その他 106 102

固定負債合計 3,586 4,105

負債合計 21,380 28,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,575 2,575

資本剰余金 3,372 3,372

利益剰余金 21,252 21,890

自己株式 △183 △183

株主資本合計 27,015 27,654

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105 △89

為替換算調整勘定 △12 15

評価・換算差額等合計 △118 △73

少数株主持分 11 14

純資産合計 26,909 27,595

負債純資産合計 48,290 55,839
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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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 13,158

売上原価 10,841

売上総利益 2,317

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 226

貸倒引当金繰入額 1

給料及び賞与 581

福利厚生費 181

賞与引当金繰入額 275

退職給付費用 68

役員退職慰労引当金繰入額 7

旅費交通費及び通信費 68

減価償却費 79

その他 369

販売費及び一般管理費合計 1,859

営業利益 457

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 9

受取家賃 23

仕入割引 13

その他 25

営業外収益合計 76

営業外費用  

支払利息 0

為替差損 8

支払保証料 3

その他 0

営業外費用合計 13

経常利益 520

特別損失  

投資有価証券評価損 34

ゴルフ会員権評価損 2

役員退職慰労金 213

特別損失合計 250

税金等調整前四半期純利益 270

法人税、住民税及び事業税 23

法人税等調整額 694

法人税等合計 718

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △446

泉州電業㈱（9824）平成21年10月期　　第１四半期決算短信

－6－－6－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１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 270

減価償却費 80

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △348

賞与引当金の増減額（△は減少） △211

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

受取利息及び受取配当金 △13

支払利息 0

投資有価証券評価損益（△は益） 34

投資有価証券売却損益（△は益） △0

有形固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） 4,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 518

仕入債務の増減額（△は減少） △5,851

未払消費税等の増減額（△は減少） △14

その他 498

小計 △522

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,514

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 △289

投資有価証券の取得による支出 △278

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 4

保険積立金の積立による支出 △32

保険積立金の解約による収入 7

その他 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △570

財務活動によるキャッシュ・フロー  

転換社債の買入消却による支出 △175

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △153

財務活動によるキャッシュ・フロー △328

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,428

現金及び現金同等物の期首残高 9,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,759
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表等

１．（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 20,327

Ⅱ　売上原価 17,048

売上総利益 3,278

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,837

営業利益 1,440

Ⅳ　営業外収益 95

受取利息 7

受取配当金 5

受取家賃 22

仕入割引 19

その他 40

Ⅴ　営業外費用 12

支払利息 1

その他 11

経常利益 1,523

税金等調整前四半期純利益 1,523

税金費用 656

少数株主損失 △0

四半期純利益 867
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２．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日）

前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期（当
期）純利益

1,523

減価償却費 83

退職給付引当金の増加額 20

役員退職慰労引当金の増加
額

7

賞与引当金の増減額（△は
減少額）

△262

役員賞与引当金の減少額 △0

貸倒引当金の増減額（△は
減少額）

△6

受取利息及び受取配当金 △13

支払利息 1

為替換算調整による増加額 0

投資有価証券売却益 △0

固定資産除却損 0

投資事業組合損失 0

売上債権の増減額（△は増
加額）

609

たな卸資産の増加額 △54

仕入債務の増減額（△は減
少額）

△518

未払消費税等の増減額（△
は減少額）

△33

その他 △79

小計 1,277

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,374

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△85
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前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出

△26

投資有価証券の売却による
収入

2

投資有価証券の償還による
収入

25

有形固定資産の取得による
支出

△98

保険積立金の積立による支
出

△32

保険積立金の解約による収
入

10

その他 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△119

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額（△
は減少額）

54

自己株式の取得による支
出 

△141

配当金の支払額 △151

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△238

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△9

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少額）

△453

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

6,534

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

6,080
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