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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 3,578 1.9 124 △3.5 127 △4.7 △23 ―
23年3月期第1四半期 3,511 41.1 128 ― 133 ― 65 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 56百万円 （△9.7％） 23年3月期第1四半期 62百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △3.36 ―
23年3月期第1四半期 9.33 9.18

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 20,280 13,770 67.8
23年3月期 19,617 13,785 70.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,758百万円 23年3月期  13,772百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 12.00 22.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 8,200 13.5 350 △8.2 340 △7.0 440 101.3 62.21
通期 19,400 30.2 1,120 40.2 1,090 46.4 870 143.3 123.00



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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
四半期レビュー手続き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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,712,900 株 23年3月期 8,712,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,639,821 株 23年3月期 1,639,775 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,073,125 株 23年3月期1Q 7,016,250 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により回復基調にあった景気は急速に悪

化し、企業収益の増勢が鈍化するなど依然厳しい状態が続いておりますが、個人消費や設備投資に下げ止まりの動

きが見られ、徐々に持ちなおしてきております。  

 海外におきましても、アジア経済については、回復テンポは緩やかになってきたものの中国を中心に拡大基調が

続いております。また、米国経済も緩やかに拡大しましたが、欧州経済については、景気は総じて持ち直している

ものの、国ごとのばらつきが大きく、金融システムに対する不安が払拭されていないことや失業率が高いまま推移

するなど、景気低迷のリスクを抱えながら推移しました。 

 当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、データトラフィックの飛躍的な増大による高

速・大容量伝送関連市場の需要は引き続き拡大基調で推移致しましたが、東日本大震災によるサプライチェーンの

混乱などの影響により生産が減少するなど、全体としては低調に推移致しました。 

  このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は35億78百万円（前年同期比

1.9％増）、営業利益は１億24百万円（同3.5％減）、経常利益は１億27百万円（同4.7％減）、四半期純損失は23

百万円（前年同期四半期純利益65百万円）となりました。  

 主なセグメント別の業績は、次のとおりです。  

（電線・加工品） 

  東日本大震災の影響により車載用ケーブル等の売上は減少となりましたが、無線基地局用ケーブル及び半導体製

造関連ケーブル等の売上が増加し、売上高は26億89百万円（前年同期比2.1％減）となりました。半導体製造関連

ケーブル等の売上増加により営業利益は１億81百万円（同2.1％増）となりました。 

（電子・医療部品） 

 ネットワーク機器、医療用特殊チューブとも売上が増加し、売上高は９億37百万円（前年同期比20.4％増）とな

りました。売上高の増加により営業利益は１億93百万円（同60.0％増）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、前連結会計年度末に比べ６億63百万円増加し、202億80百万円となり

ました。主な増加は、買い換え資産（平成23年４月27日に東京都大田区大森西４丁目の土地を売却、平成23年６月

30日に東京都千代田区外神田４丁目の土地・建物を購入）の取得により「土地」が13億73百万円、「建物及び構築

物」が４億６百万円増加しました。また、投資信託等の取引により「有価証券」が10億円増加しました。主な減少

は、買い換え資産の取得及び投資信託等の取引により「現金及び預金」が15億45百万円減少し、買い換え資産の取

得による税効果により「投資その他の資産」の繰延税金資産が３億99百万円減少しました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億77百万円増加し、65億９百万円となりまし

た。主な増加は、役員退職慰労金制度廃止に伴う「長期未払金」が９億12百万円増加し、買い換え資産の取得に伴

う「長期預り金」が３億60百万円増加しました。主な減少は、役員退職慰労金制度廃止に伴う「役員退職慰労引当

金」が２億11百万円減少し、大森西４丁目土地売却前受金（「流動負債」の「その他」）が１億50百万円減少しま

した。 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、137億70百万円となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、予想の範囲内で推移しているため、平成24年３月期第２四半期連結累計期

間及び通期の業績予想については、平成23年６月21日の「業績予想の修正に関するお知らせ」に公表しました予想

値に変更ありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,841,997 2,296,987

受取手形及び売掛金 4,703,716 4,546,666

有価証券 733,918 1,734,805

商品及び製品 926,551 935,848

仕掛品 392,959 417,340

原材料及び貯蔵品 1,322,831 1,422,539

繰延税金資産 96,448 65,663

その他 213,218 309,698

貸倒引当金 △1,643 △1,653

流動資産合計 12,229,999 11,727,898

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,862,669 3,221,573

機械装置及び運搬具（純額） 1,356,172 1,358,514

土地 951,447 2,326,886

その他（純額） 379,827 316,280

有形固定資産 5,550,117 7,223,254

無形固定資産 84,515 87,824

投資その他の資産 1,752,827 1,241,536

固定資産合計 7,387,460 8,552,616

資産合計 19,617,459 20,280,514



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,711,237 1,539,956

短期借入金 373,581 374,409

未払法人税等 98,984 83,133

繰延税金負債 375 375

その他 935,454 725,552

流動負債合計 3,119,633 2,723,427

固定負債   

長期借入金 1,057,148 1,057,148

退職給付引当金 1,418,120 1,431,124

役員退職慰労引当金 211,676 －

長期未払金 14,704 927,235

長期預り金 11,017 371,017

固定負債合計 2,712,666 3,786,526

負債合計 5,832,299 6,509,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,544,465 1,544,465

資本剰余金 1,448,609 1,448,609

利益剰余金 14,032,771 13,938,256

自己株式 △2,243,509 △2,243,543

株主資本合計 14,782,337 14,687,789

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △620 △14,367

繰延ヘッジ損益 3,311 355

為替換算調整勘定 △1,012,142 △915,576

その他の包括利益累計額合計 △1,009,451 △929,589

少数株主持分 12,273 12,360

純資産合計 13,785,160 13,770,560

負債純資産合計 19,617,459 20,280,514



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,511,704 3,578,715

売上原価 2,836,786 2,872,347

売上総利益 674,918 706,368

販売費及び一般管理費 546,379 582,269

営業利益 128,539 124,098

営業外収益   

受取利息 4,567 4,896

受取配当金 3,373 4,468

負ののれん償却額 5,498 －

その他 12,253 11,206

営業外収益合計 25,693 20,571

営業外費用   

支払利息 4,362 3,250

為替差損 14,580 10,978

その他 1,679 3,176

営業外費用合計 20,623 17,405

経常利益 133,609 127,264

特別利益   

固定資産売却益 － 1,226,156

受取保険金 7,729 1,851

その他 35 －

特別利益合計 7,765 1,228,008

特別損失   

投資有価証券評価損 25,782 －

災害による損失 － 189,245

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,800 －

役員退職慰労金 － 695,829

特別損失合計 34,582 885,075

税金等調整前四半期純利益 106,792 470,196

法人税、住民税及び事業税 28,823 65,314

法人税等調整額 13,162 428,755

法人税等合計 41,986 494,069

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

64,805 △23,872

少数株主損失（△） △656 △89

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,462 △23,783



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

64,805 △23,872

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,227 △13,747

繰延ヘッジ損益 △2,509 △2,955

為替換算調整勘定 47,132 96,741

その他の包括利益合計 △2,604 80,038

四半期包括利益 62,201 56,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,489 56,078

少数株主に係る四半期包括利益 △287 86



 該当事項はありません。 

  

  

[セグメント情報]  

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、転売品及び不動産事業 

    等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△１億81百万円には、セグメント間取引消去△30百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△１億50百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、転売品及び不動産事業 

    等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△２億46百万円には、セグメント間取引消去△56百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△１億89百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 

  
合計  

  

  
調整額  

   

四半期連結
損益計算書
計上額 

  
電線・加工

品 

電子・医療

部品 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,717,188  778,166  3,495,355  16,349  3,511,704  －  3,511,704

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 30,061  340  30,401  －  30,401  △30,401  －

計  2,747,250  778,507  3,525,757  16,349  3,542,106  △30,401  3,511,704

セグメント利益  177,988  121,245  299,233  10,394  309,627  △181,088  128,539

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

  
合計  

  

  
調整額  

 （注）２ 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 

  
電線・加工

品 

電子・医療

部品 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,634,274  935,878  3,570,152  8,562  3,578,715  －  3,578,715

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 55,297  1,624  56,921  －  56,921  △56,921  －

計  2,689,572  937,502  3,627,074  8,562  3,635,637  △56,921  3,578,715

セグメント利益又は損

失（△） 
 181,674  193,962  375,636  △5,361  370,275  △246,177  124,098

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

 当社は、平成23年６月21日開催の取締役会において、四国電線株式会社の株式を取得して子会社化することを決

議し、平成23年７月15日に2,760株（保有割合100％）の株式を取得いたしました。  

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠 

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

  （平成23年３月31日現在） 

  被取得企業の名称   四国電線株式会社 

  本店所在地      香川県さぬき市寒川町石田西1576-5 

  代表者の氏名     代表取締役社長 佐々木康裕 

  事業の内容      衛星放送用、ＣＡＴＶ用、車載用等同軸ケーブル製造・販売 

  資本金        160百万円 

  連結純資産      2,428百万円 

  連結総資産      5,184百万円        

（2）企業結合を行った主な理由 

 四国電線を当社グループに迎え入れることにより、両社が持つ技術力と生産力の相互補完によるシナジー効

果が見込まれるとともに、特に今後大きな変化が期待される自動車関連、ネットワーク関連市場の他、放送関

連市場において競争力を高めることに大きく寄与するものと考えております。  

（3）企業結合日 

  平成23年７月15日 

（4）企業結合の法的形式 

  株式取得 

（5）結合後企業の名称 

  四国電線株式会社 

（6）取得した議決権比率 

  100％ 

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠 

  当社が、現金を対価として四国電線株式会社の全株式を取得したためであります。 

２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価       現金          1,656百万円 

  取得に直接要した費用  アドバイザリー費用等    3百万円 

  取得原価                    1,659百万円 

３．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  現時点では確定しておりません。 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  現時点では確定しておりません。 

  

（６）重要な後発事象
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