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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,550 △11.5 24 △70.1 13 △84.4 3 △95.9
24年3月期第1四半期 2,881 8.8 81 28.1 85 83.0 84 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △0百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 85百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.09 ―
24年3月期第1四半期 2.27 ―

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

25年3月期第1四半期 12,388 8,562 69.1 229.77
24年3月期 12,758 8,637 67.7 231.78
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,562百万円 24年3月期  8,637百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,500 △4.3 170 23.6 180 56.8 140 37.3 3.76
通期 11,500 3.5 470 260.2 500 251.6 420 337.7 11.27



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページの「２．サマリー
情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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は、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完了しておりません。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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については、四半期決算短信（添付資料）３ページの「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 38,990,870 株 24年3月期 38,990,870 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,725,042 株 24年3月期 1,724,085 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 37,266,319 株 24年3月期1Q 37,268,874 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、復興需要等を背景に、緩やかに回復しつつあるものの、欧

州の債務問題や、長期化する円高、電力供給に対する懸念など、先行き不透明な状況が続いております。 

電線業界における銅電線出荷量は、前年同期に比べ自動車部門は、厳しさからは復調したものの、電力、通

信、建設・電線販売部門は低迷し、電気機械部門も横ばいの状況であります。 

当社グループは、安定的な収益力の確保に向けて、顧客層の拡充、新商品の開発、新規市場へのアプローチ、

生産効率の改善、海外生産委託などを進めてまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、電線・ケーブルおよび電極線が減少したため、前年同期に比べ 百

万円減の 百万円となりました。営業利益は主として売上高の減少により前年同期に比べ 百万円減の 百

万円、経常利益は為替差損の増加もあり前年同期に比べ 百万円減の 百万円、当期純利益は法人税等調整額の

増加もあり前年同期に比べ 百万円減の 百万円となりました。 

  

セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。 

 [電線・ケーブル] 

売上高につきましては、フレキシブル基板が増加しましたが、機器用電線、ワイヤーハーネスの産業用機械メ

ーカー向けが減少したため、前年同期に比べ 百万円減の 百万円となりました。 

営業損益につきましては、銅価格の下落や人件費などの固定費が減少しましたが、売上高の減少により前年同

期に比べ 百万円減の 百万円の損失となりました。 

  

 [電極線] 

売上高につきましては、国内・海外向けに販売数量が減少するとともに、黄銅価格の下落および円高により販

売価格が押し下げられたため、前年同期に比べ 百万円減の 百万円となりました。 

営業損益につきましては、売上高の減少により前年同期に比べ 百万円減の 百万円の損失となりました。 

  

 [不動産賃貸] 

売上高につきましては、前年同期に比べ 百万円減の 百万円となりました。 

営業損益につきましては、前年同期並の 百万円の利益となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。 

流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。これは主に運用有価証券が

減少したためであります。 

固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。これは主に償却費の計上に

より有形・無形固定資産が減少したためであります。 

負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。 

流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。これは主に支払手形及び買

掛金が減少したためであります。 

純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。これは主に配当金の支払

いによるものであります。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ ポイント良化し ％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入となりました。これは主に仕入債務の減少 百万円に

よる支出があったものの、減価償却費 百万円、売上債権の減少 百万円などによる収入が上回ったためであ

ります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の取得 百万

円による支出があったものの、償還までの期間が３ヶ月を超える運用有価証券の減少 百万円などによる収入

が上回ったためであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払いによるもので

あります。 

当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 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 

平成24年４月25日の決算発表時に公表しました予想から変更はありません。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ 千円増加しております。   
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,049,440 2,221,124

受取手形及び売掛金 3,357,652 3,247,297

有価証券 901,156 600,103

商品及び製品 478,794 509,877

仕掛品 449,834 403,780

原材料及び貯蔵品 179,850 214,618

その他 443,622 356,278

貸倒引当金 △1,262 △1,227

流動資産合計 7,859,090 7,551,853

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,442,017 2,399,817

土地 1,403,252 1,403,252

その他（純額） 544,184 554,242

有形固定資産合計 4,389,454 4,357,312

無形固定資産 104,957 90,643

投資その他の資産   

その他 414,119 399,705

貸倒引当金 △8,683 △10,878

投資その他の資産合計 405,435 388,827

固定資産合計 4,899,847 4,836,783

資産合計 12,758,937 12,388,636

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,564,753 1,462,101

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 31,900 13,098

その他 679,095 602,073

流動負債合計 2,465,749 2,267,272

固定負債   

退職給付引当金 1,187,798 1,150,176

役員退職慰労引当金 125,470 －

その他 342,334 408,768

固定負債合計 1,655,604 1,558,945

負債合計 4,121,353 3,826,218

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,304,793 4,304,793

資本剰余金 3,101,531 3,101,531

利益剰余金 1,695,405 1,624,343

自己株式 △505,450 △505,586

株主資本合計 8,596,279 8,525,081

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,773 48,993

為替換算調整勘定 △20,468 △11,657

その他の包括利益累計額合計 41,304 37,336

純資産合計 8,637,583 8,562,418

負債純資産合計 12,758,937 12,388,636



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,881,249 2,550,326

売上原価 2,289,002 2,031,052

売上総利益 592,247 519,273

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 259,718 265,300

退職給付費用 32,581 13,886

役員退職慰労引当金繰入額 7,201 7,954

貸倒引当金繰入額 － 2,159

その他 211,154 205,593

販売費及び一般管理費合計 510,655 494,894

営業利益 81,592 24,379

営業外収益   

受取利息 784 1,075

受取配当金 11,352 7,697

貸倒引当金戻入額 603 －

その他 3,299 542

営業外収益合計 16,039 9,315

営業外費用   

支払利息 964 993

為替差損 11,169 19,379

その他 0 18

営業外費用合計 12,134 20,392

経常利益 85,498 13,303

特別利益   

固定資産売却益 50 1,035

特別利益合計 50 1,035

特別損失   

固定資産処分損 － 14

特別損失合計 － 14

税金等調整前四半期純利益 85,548 14,324

法人税、住民税及び事業税 5,820 5,155

法人税等調整額 △4,719 5,697

法人税等合計 1,101 10,852

少数株主損益調整前四半期純利益 84,446 3,471

四半期純利益 84,446 3,471



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 84,446 3,471

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,431 △12,779

為替換算調整勘定 3,071 8,811

その他の包括利益合計 640 △3,967

四半期包括利益 85,087 △496

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 85,087 △496



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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 85,548 14,324

減価償却費 116,330 104,103

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,902 △37,621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,201 △125,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） △603 2,159

売上債権の増減額（△は増加） 5,390 114,444

たな卸資産の増減額（△は増加） △149,144 △18,027

仕入債務の増減額（△は減少） 115,317 △107,019

その他 △82,471 84,747

小計 130,471 31,639

利息及び配当金の受取額 12,054 8,842

利息の支払額 △2,044 △2,080

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △26,908 △18,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,572 20,303

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） 100,505 201,080

有形固定資産の取得による支出 △28,537 △76,235

無形固定資産の取得による支出 △379 △368

定期預金の純増減額（△は増加） △200,000 －

その他 608 2,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,803 126,590

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額（△は増加） △223 △135

配当金の支払額 △75,186 △74,549

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,409 △74,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,954 △498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,595 71,710

現金及び現金同等物の期首残高 2,138,485 2,349,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,046,889 2,421,112



該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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）  

１．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  

 （単位：千円）

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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 

 （単位：千円）

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。   

   

（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

（６）セグメント情報等

  電線・ケーブル 電極線 不動産賃貸  合計 

売上高 

外部顧客への売上高 

                    

 2,012,828  760,151  108,270  2,881,249

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  2,012,828  760,151  108,270  2,881,249

セグメント利益  10,748  18,202  52,640  81,592

  電線・ケーブル 電極線 不動産賃貸  合計 

売上高 

外部顧客への売上高 

                    

 1,822,326  625,962  102,037  2,550,326

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  1,822,326  625,962  102,037  2,550,326

セグメント利益又は損失（△）  △14,088  △14,598  53,066  24,379
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