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1.  平成22年10月期第3四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年7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 ％

22年10月期第3四半期 37,800 14.3 1,121 143.2 1,283 109.8 764 ―
21年10月期第3四半期 33,068 ― 461 ― 611 ― △147 ―

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

22年10月期第3四半期 71.64 71.26
21年10月期第3四半期 △13.82 ―

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

22年10月期第3四半期 44,519 27,954 62.8 2,617.69
21年10月期 44,034 27,432 62.3 2,568.90

（参考） 自己資本   22年10月期第3四半期  27,943百万円 21年10月期  27,422百万円

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   

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

21年10月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年10月期 ― 10.00 ―
22年10月期 

（予想）
10.00 20.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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  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 51,000 14.2 1,530 163.6 1,750 105.4 1,040 ― 97.43



(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  無  
（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 
  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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年10月期3Q 10,800,000株 21年10月期  10,800,000株
② 期末自己株式数 22年10月期3Q  125,297株 21年10月期  125,029株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Q 10,674,870株 21年10月期3Q 10,675,146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、新興国の景気回復を背景とした輸出の増加や企業収益の改善の

兆しなど、景気は持ち直しの動きがみられるものの、自立的回復には至らず厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの係わる電線業界におきましては、電線の主材料である銅の価格が、期初には１トン当たり640千

円、４月には一時790千円をつけたものの、第３四半期末には660千円となりました。その結果、期中平均価格は681

千円と前年同期平均437千円に比べ55.8％上昇したものの、建設・電販向けの出荷量が減少するなど、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。  

 その結果、需要の減少の影響を受けたものの、銅価格の上昇による増収効果要因もあり、売上高は 百万円

（前年同期比 ％増）となりました。損益面においては、経費の徹底した削減効果も寄与し、営業利益は 百

万円（前年同期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。また前年同期は繰

延税金資産の取り崩しを法人税等調整額に計上しましたが、当第３四半期連結累計期間においては、同取り崩しがな

かったこともあり、四半期純利益が 百万円（前年同期は147百万円の四半期純損失）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、一部の民間設備投資が回復基調で推移し、産業用製造設

備向けFA用ケーブル等の機器用電線の売上が増加いたしました。また、建設用の電力用ケーブル、汎用被覆線も、建

設投資の減少の影響を受けたものの、銅価格上昇による製品価格の上昇により、売上が増加し、当部門の売上高は

百万円（前年同期比 ％増）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、付加価値のあるシステム提案を行いましたが、需

要の減少により、当部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％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３四半期連結会計期間末の資産につきましては、資産合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて485

百万円の増加となりました。 

 流動資産は、売上債権の増加などにより、前連結会計年度末に比べて690百万円の増加となり、固定資産は、減

価償却費が設備投資額を上回ったこと及び資産売却による有形固定資産の減少などにより、前連結会計年度末に

比べて205百万円の減少となりました。 

 負債につきましては、負債合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて37百万円の減少となりました。 

 流動負債は、仕入債務が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,328百万円の増加となり、固定

負債は転換社債の一括繰上償還などにより、前連結会計年度末に比べて1,365百万円の減少となりました。 

 純資産につきましては、純資産の合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて522百万円の増加となりまし

た。増加の要因は、利益の内部留保により利益剰余金が551百万円増加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３四半期連結会計期間末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

比べて 百万円増加し、 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 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加

百万円等の収入に対し、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の増加 百万円及び法人税等の支払

百万円等により、 百万円の増加となりました。 

（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、定期預金の払戻による収入 百万円、有形固定資産の売却による収入 百万円

等により、 百万円の増加となりました。 

（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、社債の償還による支出 百万円、配当金の支払 百万円等により、 百万

円の減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想の修正については、本日（平成22年９月１日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照

してください。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

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７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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,863 8,847

受取手形及び売掛金 15,358 13,847

有価証券 23 66

商品 3,472 3,064

繰延税金資産 232 272

その他 84 237

貸倒引当金 △62 △52

流動資産合計 26,973 26,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,170 4,297

機械装置及び運搬具（純額） 225 261

土地 8,236 8,330

リース資産（純額） 63 －

その他（純額） 561 567

有形固定資産合計 13,258 13,456

無形固定資産 60 43

投資その他の資産   

投資有価証券 1,319 1,352

長期貸付金 93 97

繰延税金資産 734 710

その他（純額） 2,614 2,642

貸倒引当金 △535 △551

投資その他の資産合計 4,227 4,251

固定資産合計 17,546 17,751

資産合計 44,519 44,034
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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７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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,175 11,920

短期借入金 150 200

未払法人税等 374 235

賞与引当金 245 409

リース債務 13 －

その他 585 450

流動負債合計 14,544 13,216

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 － 1,505

繰延税金負債 126 126

退職給付引当金 1,424 1,361

役員退職慰労引当金 291 281

リース債務 51 －

その他 125 110

固定負債合計 2,019 3,385

負債合計 16,564 16,601

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 22,168 21,617

自己株式 △183 △183

株主資本合計 27,932 27,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23 52

為替換算調整勘定 △12 △10

評価・換算差額等合計 11 41

少数株主持分 11 9

純資産合計 27,954 27,432

負債純資産合計 44,519 44,034

泉州電業㈱（9824）平成22年10月期　第３四半期決算短信

―　5　―



（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20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 33,068 37,800

売上原価 27,450 31,650

売上総利益 5,618 6,149

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 597 611

貸倒引当金繰入額 66 16

給料及び賞与 2,126 2,073

福利厚生費 506 464

賞与引当金繰入額 207 245

退職給付費用 177 163

役員退職慰労引当金繰入額 21 27

旅費交通費及び通信費 187 176

減価償却費 254 258

その他 1,010 991

販売費及び一般管理費合計 5,157 5,027

営業利益 461 1,121

営業外収益   

受取利息 17 9

受取配当金 19 14

受取家賃 70 70

仕入割引 27 30

その他 64 62

営業外収益合計 199 187

営業外費用   

支払利息 2 1

為替差損 23 1

支払保証料 14 13

その他 8 8

営業外費用合計 48 25

経常利益 611 1,283

特別利益   

保険解約返戻金 140 14

特別利益合計 140 14

特別損失   

固定資産除却損 － 11

投資有価証券評価損 34 38

ゴルフ会員権評価損 4 0

役員退職慰労金 213 5

特別損失合計 252 56

税金等調整前四半期純利益 500 1,241

法人税、住民税及び事業税 62 437

法人税等調整額 587 37

法人税等合計 650 475

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △147 764
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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20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７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 500 1,241

減価償却費 256 260

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61 62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △334 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △279 △164

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 △7

受取利息及び受取配当金 △36 △24

支払利息 2 1

有価証券償還損益（△は益） － 2

投資有価証券評価損益（△は益） 34 38

投資有価証券売却損益（△は益） 4 △0

固定資産除却損 0 11

投資事業組合運用損益（△は益） △1 －

保険解約損益（△は益） △114 △14

売上債権の増減額（△は増加） 11,924 △1,523

たな卸資産の増減額（△は増加） 708 △409

仕入債務の増減額（△は減少） △11,188 1,254

未払消費税等の増減額（△は減少） △116 59

その他 △192 238

小計 1,284 1,038

利息及び配当金の受取額 35 24

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △1,024 △347

営業活動によるキャッシュ・フロー 293 713

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,000 －

定期預金の払戻による収入 － 1,000

有価証券の取得による支出 － △10

有価証券の償還による収入 － 17

有形固定資産の取得による支出 △734 △62

有形固定資産の売却による収入 0 90

投資有価証券の取得による支出 △39 △15

投資有価証券の売却による収入 25 2

貸付けによる支出 △3 －

貸付金の回収による収入 13 4

保険積立金の積立による支出 △41 △30

保険積立金の解約による収入 33 43

その他 119 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,627 1,070

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） － △50

社債の償還による支出 － △1,505

転換社債の買入消却による支出 △482 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △296 △206

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △778 △1,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,123 13

現金及び現金同等物の期首残高 9,187 7,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,064 7,860
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 該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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