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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第1四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日） 
（１）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 ％

24年 2月期第1四半期 1,121 47.5 26 － 30 － 29 － 
23年 2月期第1四半期 760 0.4 △87 － △78 － △68 － 

 

 
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

24年 2月期第1四半期 6.25 － 
23年 2月期第1四半期 △14.70 － 

 
（２）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

24年 2月期第1四半期 6,319 4,717 74.7 1,012.34
23年 2月期 6,139 4,731 77.1 1,015.44

(参考)自己資本 24年2月期第1四半期      4,717百万円 23年2月期     4,731百万円 

 
２．配当の状況 

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   
23年 2月期 － 0.00 － 7.00 7.00   
24年 2月期 －     

24年 2月期(予想)  0.00 － 7.00 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累
計) 

2,300 42.4 46 － 49 － 46 － 9.87

通  期 4,800 28.2 97 － 102 － 97 － 20.82

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。） 
 

（１）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。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期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。 
 

（３）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) 24年2月期1Ｑ 4,691,555株 23年2月期 4,691,555株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 31,577株 23年2月期 31,577株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期1Ｑ 4,659,978株 23年2月期1Ｑ 4,660,153株

 
※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おりません。 

 

※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。
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期決算短信（添付
資料）２ページ「当四半期の業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部で緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢や所

得環境は依然厳しい状況で推移いたしました。また、３月11日に発生いたしました東日本大震災の影響により、景

気の先行きは不透明感が一層高まり、予断を許さない状況が続いております。 

 当社におきましては、震災の影響による電線需要の拡大により受注が増加し、売上高、利益共に前年同期を上回

る結果となりました。  

 当第１四半期会計期間の売上高は1,121,297千円（前年同期比47.5％増）、営業利益26,449千円（前年同期は営

業損失87,018千円）、経常利益30,404千円（前年同期は経常損失78,827千円）、四半期純利益29,121千円（前年同

期は四半期純損失68,494千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産残高は6,319,191千円となり、前事業年度末残高6,139,595千円に対し、

179,595千円増加いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金66,235千円、商品及び製品44,416千円及び

原材料及び貯蔵品101,414千円等の増加要因に対し、現金及び預金21,248千円及び有形固定資産14,620千円等の減

少要因が相殺されたことによるものであります。  

 当第１四半期会計期間末の負債残高は1,601,719千円となり、前事業年度末残高1,407,665千円に対し、194,053

千円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金168,973千円等の増加によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産残高は4,717,471千円となり、前事業年度末残高4,731,930千円に対し、14,458

千円減少いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金10,959千円等の減少によるものでありま

す。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期の業績予想につきましては、平成23年４月11日に発表した内容から変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  １．簡便な会計処理 

   ① 棚卸資産の評価方法    

 当第１四半期会計期間末における棚卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末に係る実地

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。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。 

  

   ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

  

  ２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

    該当事項はありません。    

  

（２）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 

 当第１四半期会計期間より、「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。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 230,756 252,005

受取手形及び売掛金 1,369,911 1,303,675

有価証券 92,395 92,379

商品及び製品 221,426 177,010

仕掛品 89,363 71,358

原材料及び貯蔵品 211,485 110,070

その他 10,825 10,761

貸倒引当金 △4,410 △4,199

流動資産合計 2,221,753 2,013,062

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,133,031 1,140,308

構築物（純額） 54,377 56,720

機械及び装置（純額） 225,371 228,279

車両運搬具（純額） 5,201 5,738

工具、器具及び備品（純額） 22,220 23,775

土地 2,421,030 2,421,030

有形固定資産合計 3,861,231 3,875,851

無形固定資産 22,677 26,926

投資その他の資産   

その他 213,538 223,757

貸倒引当金 △9 △2

投資その他の資産合計 213,529 223,754

固定資産合計 4,097,437 4,126,533

資産合計 6,319,191 6,139,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 890,587 721,614

短期借入金 300,000 300,000

未払金 55,454 50,825

未払法人税等 2,529 7,371

賞与引当金 22,666 8,776

その他 32,095 26,932

流動負債合計 1,303,333 1,115,519

固定負債   

退職給付引当金 107,089 100,331

役員退職慰労引当金 189,116 189,116

その他 2,179 2,697

固定負債合計 298,386 292,146

負債合計 1,601,719 1,407,665

日本電線工業㈱　(5817)　平成24年2月期　第1四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 647,785 647,785

資本剰余金 637,785 637,785

利益剰余金 3,475,264 3,478,762

自己株式 △15,128 △15,128

株主資本合計 4,745,705 4,749,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,233 △17,274

評価・換算差額等合計 △28,233 △17,274

純資産合計 4,717,471 4,731,930

負債純資産合計 6,319,191 6,139,595
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 760,029 1,121,297

売上原価 680,339 912,846

売上総利益 79,690 208,451

販売費及び一般管理費 166,708 182,001

営業利益又は営業損失（△） △87,018 26,449

営業外収益   

受取賃貸料 － 1,074

保険解約返戻金 2,893 －

助成金収入 4,607 3,354

その他 1,591 1,321

営業外収益合計 9,092 5,751

営業外費用   

支払利息 901 796

賃貸収入原価 － 963

その他 － 35

営業外費用合計 901 1,795

経常利益又は経常損失（△） △78,827 30,404

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △78,827 30,404

法人税、住民税及び事業税 1,283 1,283

法人税等調整額 △11,616 －

法人税等合計 △10,332 1,283

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,494 29,121
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△78,827 30,404

減価償却費 43,554 38,039

貸倒引当金の増減額（△は減少） △777 217

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,781 13,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,380 6,758

受取利息及び受取配当金 △59 △24

支払利息 901 796

為替差損益（△は益） － 35

売上債権の増減額（△は増加） 238,972 △66,235

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,473 △163,836

仕入債務の増減額（△は減少） △212,011 169,301

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,744 △3,887

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,173 △70

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,526 3,630

その他 16,287 239

小計 △32,130 29,258

利息及び配当金の受取額 59 24

利息の支払額 △864 △790

法人税等の支払額 △3,641 △4,939

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,577 23,553

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 △531 △13,949

保険積立金の積立による支出 △124 △124

保険積立金の解約による収入 642 820

貸付けによる支出 △50 △2,200

貸付金の回収による収入 380 160

その他 － 364

投資活動によるキャッシュ・フロー 316 △14,928

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △60,968 △28,938

その他 △884 △884

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,853 △29,823

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98,113 △21,233

現金及び現金同等物の期首残高 336,291 344,385

現金及び現金同等物の四半期末残高 238,177 323,151
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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

日本電線工業㈱　(5817)　平成24年2月期　第1四半期決算短信（非連結）


	3: - 1 -
	4: - 2 -
	5: - 3 -
	6: - 4 -
	7: - 5 -
	8: - 6 -
	9: - 7 -


