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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年3月21日～平成23年9月20日） 
（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2四半期 13,749 7.3 1,045 9.2 1,004 6.5 978 98.5
23年 3月期第2四半期 12,813 3.4 957 61.6 943 61.2 493 570.0

 

 
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 

24年 3月期第2四半期 40.85 － 
23年 3月期第2四半期 20.58 － 

 
（２）連結財政状態 

 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 3月期第2四半期 51,157 39,954 78.0 1,664.05 
23年 3月期 50,591 39,303 77.5 1,637.15 

(参考)自己資本 24年3月期第2四半期 39,877百万円 23年3月期 39,233百万円  

 
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 3月期 － 14.00 － 14.00 28.00   
24年 3月期 － 14.00   

24年 3月期(予想)   － 14.00 28.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20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 28,382 4.5 2,528 △7.8 2,358 △11.8 1,811 30.7 75.61 

(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.３「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名 ) 、除外 －社 (社名 )

（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 ：有 

（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 

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） 
①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年3月期2Ｑ 25,607,086株 23年3月期 25,607,086株
②  期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 1,642,697株 23年3月期 1,642,440株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年3月期2Ｑ 23,964,445株 23年3月期2Ｑ 23,965,243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。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、サプライチェーンの混乱や電力不足により企業の生産活

動は下押しされ、設備投資や個人消費が低調に推移いたしました。また、米国・欧州における財政不安による急速

な円高や国内株安が進むなど、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの事業関連である設備工事業受注状況は、前年に比べ低水準ながら回復傾向で推移いたしまし

た。 

このような状況のもと、当社グループは継続的な新製品の市場投入に加え、活発な営業活動を展開した結果、

売上高は137億49百万円と前年同四半期に比べ９億36百万円(7.3％)の増収となりました。利益につきましては、増

収効果等により営業利益は10億45百万円と前年同四半期に比べ87百万円(9.2％)の増益、経常利益は10億４百万円

と前年同四半期に比べ60百万円(6.5％)の増益となりました。保険解約返戻金７億41百万円等より四半期純利益は

９億78百万円と前年同四半期に比べ４億85百万円(98.5％)の増益となりました。 

セグメントの業績は、次の通りであります。 

（電材及び管材） 

電材につきましては、太陽光発電の屋外配線に 適な耐候性に優れた合成樹脂製可とう電線管「ミラフレキ」

やプラスチック製防雨スイッチボックス「ウォルボックス」等が順調に増加いたしました。また、管材につきまし

ても「ミラペックス」等の給水給湯用の樹脂管類とその継手が増加した結果、売上高は110億58百万円、営業利益

は12億48百万円となりました。 

（配線器具） 

配線器具につきましては、新規顧客の開拓等により「Ｊ－WIDE」等の配線器具が増加した結果、売上高は20億

91百万円、営業利益は84百万円となりました。 

（ケーブルテレビ） 

ケーブルテレビにつきましては、輪之内局の開局に伴う新規加入者の獲得により、売上高は２億38百万円なり

ました。一方、新規加入者へのケーブル宅引き工事が大幅に増加したため、営業損失は75百万円となりました。 

（その他） 

その他につきましては、「省力化機械及び樹脂成形用金型」が震災による設備投資失速の影響があったもの

の、「インターネットサービスプロバイダー」が新規エリア拡張に伴い増収した結果、売上高が21億40百万円、営

業利益は59百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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て５億65百万円増加し、511億57百万円とな

りました。その主な要因は、売上債権の回収の増加に伴い受取手形及び売掛金が６億10百万円減少、売上高の増加

に伴いたな卸資産が１億98百万円増加、有形固定資産の取得額を上回る減価償却額により有形固定資産が２億48百

万円減少、保険の満期に伴う保険積立金の減少により投資その他の資産が７億43百万円減少したものの、当該保険

の受取により現金及び預金が19億66百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて86百万円減少し、112億２百万円となりました。その主な要因は、仕入高減

少に伴い支払手形及び買掛金が３億18百万円減少、課税所得の増加に伴い未払法人税等が38百万円増加、災害復旧

工事の実施に伴い災害損失引当金が１億16百万円減少、その他の流動負債が１億67百万円増加、退職給付債務の増

加に伴い退職給付引当金が86百万円増加、その他の固定負債が54百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて６億51百万円増加し、399億54百万円となりました。その主な要因は、利

益剰余金が６億43百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年７月22日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

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 

（簡便な会計処理） 

 たな卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末のたな卸高については、一部実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より「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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ２百万円、税金等調整前四半

期純利益は、62百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、59

百万円であります。 

  

（表示方法の変更） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,389 19,422

受取手形及び売掛金 8,049 8,660

商品及び製品 3,247 3,116

原材料及び貯蔵品 799 733

繰延税金資産 539 556

その他 1,331 1,239

貸倒引当金 △20 △18

流動資産合計 35,337 33,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,393 3,456

機械装置及び運搬具（純額） 1,220 1,329

土地 6,554 6,557

建設仮勘定 222 206

その他（純額） 608 697

有形固定資産合計 11,999 12,248

無形固定資産 98 142

投資その他の資産   

投資有価証券 883 903

繰延税金資産 610 619

長期預金 2,000 2,000

その他 297 1,040

貸倒引当金 △69 △72

投資その他の資産合計 3,721 4,491

固定資産合計 15,819 16,882

資産合計 51,157 50,591

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,427 4,745

短期借入金 359 370

1年内返済予定の長期借入金 380 362

未払法人税等 774 735

役員賞与引当金 18 37

災害損失引当金 91 208

その他 2,455 2,288

流動負債合計 8,507 8,748

固定負債   

長期借入金 822 807

再評価に係る繰延税金負債 255 255

退職給付引当金 1,024 937

役員退職慰労引当金 242 242

その他 350 295

固定負債合計 2,695 2,539

負債合計 11,202 11,288
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,067 7,067

資本剰余金 8,913 8,913

利益剰余金 27,457 26,814

自己株式 △1,226 △1,226

株主資本合計 42,213 41,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △5

土地再評価差額金 △2,319 △2,319

為替換算調整勘定 △12 △11

評価・換算差額等合計 △2,335 △2,336

少数株主持分 76 69

純資産合計 39,954 39,303

負債純資産合計 51,157 50,591
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 12,813 13,749

売上原価 8,333 8,933

売上総利益 4,479 4,815

販売費及び一般管理費   

運賃 672 727

貸倒引当金繰入額 20 2

役員報酬 77 80

給料及び手当 1,418 1,468

役員賞与引当金繰入額 18 18

役員退職慰労引当金繰入額 17 17

その他 1,296 1,454

販売費及び一般管理費合計 3,521 3,770

営業利益 957 1,045

営業外収益   

受取利息 15 13

受取配当金 3 4

保険事務手数料 8 3

作業くず売却益 3 4

その他 33 32

営業外収益合計 65 58

営業外費用   

支払利息 16 14

売上割引 57 64

支払補償費 － 16

その他 5 4

営業外費用合計 80 99

経常利益 943 1,004

特別利益   

固定資産売却益 0 7

補助金収入 － 163

保険解約返戻金 － 741

特別利益合計 0 912

特別損失   

固定資産除却損 8 17

固定資産圧縮損 － 54

投資有価証券評価損 65 22

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59

その他 0 4

特別損失合計 73 159

税金等調整前四半期純利益 870 1,756

法人税、住民税及び事業税 380 743

法人税等調整額 △6 26

法人税等合計 374 770

少数株主損益調整前四半期純利益 － 985

少数株主利益 3 7

四半期純利益 493 978
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20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 870 1,756

減価償却費 887 730

投資有価証券評価損益（△は益） 65 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 △0

受取利息及び受取配当金 △19 △17

支払利息 16 14

補助金収入 － △163

保険返戻金 － △741

固定資産除却損 8 17

固定資産圧縮損 － 54

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59

売上債権の増減額（△は増加） 171 610

たな卸資産の増減額（△は増加） 147 △198

仕入債務の増減額（△は減少） △555 △318

その他 △22 231

小計 1,661 2,127

利息及び配当金の受取額 14 14

利息の支払額 △16 △14

法人税等の支払額 △560 △706

法人税等の還付額 0 11

補助金の受取額 － 206

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,099 1,638

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 △465 △673

定期預金の払戻による収入 153 956

有形固定資産の取得による支出 △281 △526

有形固定資産の売却による収入 0 11

投資有価証券の取得による支出 △100 △0

貸付けによる支出 △50 △0

貸付金の回収による収入 7 1

保険積立金の払戻による収入 － 1,462

その他 △115 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △852 1,234

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） △95 △11

長期借入れによる収入 366 240

長期借入金の返済による支出 △207 △207

社債の発行による収入 － 58

社債の償還による支出 △69 △67

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △335 △335

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △341 △323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95 2,548

現金及び現金同等物の期首残高 17,558 18,229

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,463 20,778
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該当事項はありません。  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕  

  前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９月20日）  

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な製品又は事業内容 

   

 〔所在地別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 〔海外売上高〕  

 前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
電材事業
（百万円） 

管材事業
（百万円） 

その他の事
業 
（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  10,526  1,287  998  12,813  －  12,813

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  25  25 ( ) 25  －

計  10,526  1,287  1,023  12,838 ( ) 25  12,813

営業利益又は営業損失（△）  1,072  △18  145  1,199 ( ) 241  957

事業区分 主要製品 

電材事業 合成樹脂製可とう電線管、合成樹脂製可とう電線管附属品、ケーブル配線ボックス等

の電設資材、スイッチ等の電気機械器具等 

管材事業 サヤ管、架橋ポリエチレン給水管、水栓ジョイントボックス等 

その他の事業 金型・機械の製造販売、不動産（貸ビル、貸工場等）の賃貸業、運送業等 
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 〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主に電材及び管材の製造販売をしており、一部の子会社は当社の機能を分担しているものの、そ

れぞれが固有の顧客を有した独立した経営単位であり、会社ごとに経営計画を立案し、事業活動を展開して

おります。 

 従って、当社は会社別を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「電材及び管材事

業」、「配線器具事業」、「ケーブルテレビ事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「電材及び管材事業」は電線管類及び附属品、配線ボックス類、給水給湯用樹脂管類及び附属品等を製造

販売しております。「配線器具事業」はスイッチ、コンセント等を製造販売しております。「ケーブルテレ

ビ事業」はケープルテレビサービス等を提供しております。 
  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第２四半期連結累計期間（自平成23年３月21日 至平成23年９月20日） 

（注）「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、金型・機械事業、運送

事業等を含んでおります。  
  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

 当第２四半期連結累計期間（自平成23年３月21日 至平成23年９月20日） 

（注）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。  
  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 電材及び 
管材 

配線器具 
ケーブルテ

レビ  
計 

売上高           

外部顧客への売上高  10,954  2,032  238  13,225  524  13,749

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 104  58  －  163  1,616  1,779

計  11,058  2,091  238  13,388  2,140  15,528

セグメント利益又は損失

（△）  
 1,248  84  △75  1,257  59  1,317

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,257

「その他」の区分の利益  59

セグメント間取引消去  △2

全社費用（注）  △236

棚卸資産の調整額  △1

有形固定資産の調整額  △31

無形固定資産の調整額  0

四半期連結損益計算書の営業利益  1,045

（６）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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４．補足情報

平成 24年3月期 第2四半期 決算補足説明資料

１－１．業績と今期予想(連結)

科目 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売上高 25,523 △ 11.5 27,160 6.4 12,813 3.4 13,749 7.3 28,382 4.5
営業利益 1,778 25.4 2,743 54.3 957 61.6 1,045 9.2 2,528 △ 7.8
経常利益 1,716 24.5 2,675 55.9 943 61.2 1,004 6.5 2,358 △ 11.8
当期(四半期)
純利益

481 △ 32.5 1,386 188.1 493 570.0 978 98.5 1,811 30.7

1株当たり当期
(四半期)純利益

19.15 円 57.85 円 20.58 円 40.85 円 75.61 円

(連結)
２期連続の増収、増益であります。

１－２．四半期毎の業績(連結)
四半期別

科目 金額 前期比 金額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％

売上高 6,724 13.0 7,024 2.4
営業利益 377 30.5 666 △ 0.4
経常利益 344 17.2 657 1.3
四半期純利益 627 441.6 351 △ 6.8

２－１．セグメント別売上高の実績と予想(連結)
期別

セグメント 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

電材及び管材 20,560 △ 12.2 21,828 6.2 10,188 0.4 10,954 7.5 22,967 5.2
配線器具 (3,542) (△ 10.7) (3,634) (2.6) (1,680) (0.3) (2,032) (20.9) (3,747) (3.1)
ケーブルテレビ (373) (32.3) (367) (△ 1.5) (182) (6.3) (238) (30.3) (422) (15.0)
報告セグメント計 24,476 △ 11.5 25,831 5.5 12,051 0.5 13,225 9.7 27,138 5.1
その他 1,047 △ 9.9 1,329 26.9 761 90.1 524 △ 31.1 1,243 △ 6.4
計 25,523 △ 11.5 27,160 6.4 12,813 3.4 13,749 7.3 28,382 4.5

２－２．四半期毎のセグメント別売上高の実績(連結)
四半期別

セグメント 金額 前期比 金額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％

電材及び管材 5,362 11.9 5,592 3.6
配線器具 (966) (32.1) (1,065) (12.4)
ケーブルテレビ (121) (25.4) (116) (35.7)
報告セグメント計 6,450 14.8 6,774 5.3
その他 274 △ 18.0 249 △ 41.5
計 6,724 13.0 7,024 2.4

３．設備投資
(連結) 実績 (24年3月期 第2四半期) 506 百万円
(連結) 予想 (24年3月期) 1,103 百万円

４．減価償却
(連結) 実績 (24年3月期 第2四半期) 763 百万円
(連結) 予想 (24年3月期) 1,597 百万円

以上

22年3月期 23年3月期
第2四半期 第2四半期

24年3月期予想
期別 23年3月期 24年3月期

24年3月期予想

24年3月期 24年3月期

平成23年3月21日から 平成23年6月21日から

24年3月期
第1四半期

24年3月期
第2四半期

23年3月期
第2四半期

24年3月期
第2四半期

平成23年6月20日まで 平成23年9月20日まで

22年3月期 23年3月期

平成23年3月21日から 平成23年6月21日から

平成23年6月20日まで 平成23年9月20日まで

第1四半期 第2四半期
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