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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 120,679 △9.3 3,226 △6.8 2,843 △5.5 △1,181 ―

24年3月期第1四半期 132,990 5.8 3,461 △4.3 3,009 △28.8 167 △94.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △7,432百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △2,270百万円 （―％）

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 △3.27 ―

24年3月期第1四半期 0.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 508,898 175,967 32.3
24年3月期 489,479 184,235 35.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  164,153百万円 24年3月期  172,354百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

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) 240,000 △10.5 5,000 △21.0 3,000 △38.8 0 ― 0.00
通期 500,000 △1.8 13,000 △2.9 9,000 △1.7 4,000 ― 11.09



(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  ：  有  

(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「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」をご覧下さい。 

(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は終了しました。 

※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され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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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 360,863,421 株 24年3月期 360,863,421 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 346,189 株 24年3月期 342,099 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 360,518,490 株 24年3月期1Q 360,532,444 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のわが国経済は、長引く円高や欧州金融危機の再燃が懸念されるなど、先行きの見え

ない状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は1,206億円（前年同期比9.3％減）、

営業利益は32億円（前年同期比6.8％減）、経常利益は28億円（前年同期比5.5％減）、四半期純損失は11億円（前

年同期は四半期純利益１億円）となりました。 

  

     セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

＜事業の種類別セグメント＞ 

 情報通信事業につきましては、当第１四半期連結累計期間において、中国市場で光素線、光部品および光融着接

続機の需要が好調に推移しましたが、国内マーケットにおける競争激化、北米におけるエンジニアリングの需要停

滞等により、全体の売上高は前年同期比5.0％増の279億円、営業利益は前年同期比32.6％減の19億円となりまし

た。 

 電子電装事業の電子分野につきましては、昨年10月に発生したタイ王国洪水の影響からＦＰＣ（フレキシブルプ

リント配線板）は大幅な減収となりました。また、自動車電装分野につきましては、昨年度は東日本大震災の影響

を受け、日系顧客向けを中心に減収となりましたが、当第１四半期連結累計期間では需要が回復しております。ま

た新興国向けを中心に需要が拡大し、増収となりました。全体の売上高は、前年同期比13.5％減の403億円、営業

損失５億円（前年同期は営業損失６億円）となりました。 

 ケーブル・機器関連事業につきましては、前年同期は建設・電販マーケットで、一時的に需要が高まっていたこ

と、また、当第１四半期連結累計期間では前年同期比で銅価が下落したことにより、売上高は前年同期比11.2％減

の482億円となりました。一方、米国での事業が好調であったことに加え、コスト削減努力の効果もあり、営業利

益は３億円（前年同期は営業損失１億円）となりました。 

 不動産事業につきましては、当社旧深川工場跡地再開発事業である「深川ギャザリア」の賃貸収入などにより、

売上高は前年同期比1.2％減の27億円、営業利益は前年同期比0.3％減の13億円となりました。 

 その他事業につきましては貨物利用運送業、サービス業等に関し、売上高は前年同期比45.8％減の14億円、営業

利益は前年同期比113.6％増の２億円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、194億円増加の5,088億円となりました。

また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、276億円増加の3,329億円となりました。有利子負債は長期借入金の

返済及び社債償還資金の前倒し調達のため、319億円増加しております。純資産は1,759億円となり、以上の結果、

自己資本比率は前連結会計年度末の35.2％から32.3％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月９日の決算発表時に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 税金費用の計算 

 一部の連結子会社は、税金費用について、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益 

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。  

     なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （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26百万円増加しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

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 59,688 75,409

受取手形及び売掛金 116,454 112,264

たな卸資産 53,121 55,036

その他 23,861 23,827

貸倒引当金 △1,377 △1,341

流動資産合計 251,748 265,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 75,404 79,051

その他（純額） 72,215 73,536

有形固定資産合計 147,620 152,587

無形固定資産 5,626 8,352

投資その他の資産   

投資有価証券 48,809 46,339

その他 38,111 38,855

貸倒引当金 △1,486 △1,485

投資損失引当金 △949 △949

投資その他の資産合計 84,484 82,760

固定資産合計 237,731 243,700

資産合計 489,479 508,898

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,647 66,744

短期借入金 48,223 55,652

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 1,936 1,424

独占禁止法関連損失引当金 1,680 －

その他 38,135 44,023

流動負債合計 174,623 177,845

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 60,119 84,623

退職給付引当金 7,419 7,511

その他の引当金 165 263

その他 12,916 12,687

固定負債合計 130,620 155,085

負債合計 305,243 332,931
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 53,075 53,075

資本剰余金 54,957 54,957

利益剰余金 84,680 82,628

自己株式 △157 △158

株主資本合計 192,556 190,502

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 463 △699

繰延ヘッジ損益 △262 △248

為替換算調整勘定 △20,403 △25,400

その他の包括利益累計額合計 △20,202 △26,348

少数株主持分 11,881 11,813

純資産合計 184,235 175,967

負債純資産合計 489,479 508,898
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（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：百万円）

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 132,990 120,679

売上原価 112,154 100,438

売上総利益 20,835 20,240

販売費及び一般管理費 17,374 17,014

営業利益 3,461 3,226

営業外収益   

受取利息 44 39

受取配当金 379 444

持分法による投資利益 438 128

為替差益 225 142

その他 203 185

営業外収益合計 1,290 940

営業外費用   

支払利息 769 750

その他 971 573

営業外費用合計 1,741 1,323

経常利益 3,009 2,843

特別利益   

受取保険金 － 604

段階取得に係る差益 － 280

その他 8 113

特別利益合計 8 997

特別損失   

課徴金引当金繰入額 1,180 －

災害による損失 － 3,254

その他 157 425

特別損失合計 1,337 3,679

税金等調整前四半期純利益 1,680 161

法人税等 1,373 1,205

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（△）

307 △1,044

少数株主利益 140 137

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167 △1,181
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（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：百万円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

307 △1,044

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △506 △1,148

繰延ヘッジ損益 76 250

為替換算調整勘定 △2,095 △5,464

持分法適用会社に対する持分相当額 △54 △26

その他の包括利益合計 △2,578 △6,388

四半期包括利益 △2,270 △7,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,323 △7,335

少数株主に係る四半期包括利益 52 △97
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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）  

   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 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額99百万円には、セグメント間取引消去99百万円が含まれて

     おります。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）  

   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 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額155百万円には、セグメント間取引消去155百万円が含まれ

     ております。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  報告セグメント        

情報通信 電子電装 

ケーブ

ル・機器

関連 

不動産 その他 合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 

売上高                   

 外部顧客への売上高  26,623  46,644  54,309  2,740  2,672  132,990  132,990

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 65  41  119 －  1,083  1,310 ( ) 1,310 － 

計  26,689  46,686  54,428  2,740  3,756  134,300 ( ) 1,310  132,990

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,826  △613  △121  1,330  139  3,561  ( ) 99  3,461

  （単位：百万円）

  報告セグメント        

情報通信 電子電装 

ケーブ

ル・機器

関連 

不動産 その他 合計 
調整額

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 

売上高                   

 外部顧客への売上高  27,948  40,327  48,248  2,707  1,448  120,679  120,679

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 10  41  130  0  1,705  1,887  ( ) 1,887  －

計  27,958  40,368  48,378  2,707  3,153  122,567  ( ) 1,887  120,679

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 1,903  △537  391  1,326  296  3,381  ( ) 155  3,226

（６）重要な後発事象
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