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(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  39,232  △6.5  △570  －  △1,253  －  △1,126  －

24年3月期第1四半期  41,940  7.4  122  △62.6  △273  －  △447  －

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,230百万円 （ ％） －   24年3月期第1四半期 △315百万円 （ ％) －

  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  △3.65  －

24年3月期第1四半期  △1.78  －

  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  140,471  40,239  28.0

24年3月期  143,498  41,778  28.4

（参考）自己資本 25年3月期第1四半期 39,268百万円   24年3月期 40,692百万円

  
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 －  1.00 1.00
25年3月期 －   
25年3月期（予想） 0.00 －  1.00 1.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期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)  81,000  △5.3  △400  －  △1,400  －  △1,200  －  △3.89

通期  166,000  △3.4  1,700  △12.6  100  △85.6  100  △38.3  0.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

m110152
画像



※  注記事項 

  

（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さ

い。 
  

(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連結財務諸表に対する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 
１.平成24年5月14日に公表した平成25年3月期第2四半期連結累計期間および通期連結業績予想につきましては、平成24年8月8日付の「業績
予想の修正に関するお知らせ」において公表しました内容を記載しております。 
２.本資料に掲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およ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。  

  

(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

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） 25年3月期1Ｑ 308,268,611株 24年3月期 308,268,611株

②  期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 102,458株 24年3月期 101,940株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 308,166,380株 24年3月期1Ｑ 251,028,036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、欧州政府債務危機により世界景気に減速感が広がるなか

で、復興関連需要を背景に一部で景気回復の動きも見られましたが、長引く円高や新興国経済の減速等、先行き

が不透明な状況で推移しました。電線業界においては、建設・電販向けの需要は堅調に推移しましたが、電力、

通信や輸出分野で銅電線の需要が減少するなど厳しいスタートとなりました。 

  このような環境下、当社グループの第１四半期の連結売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％減）と

なりました。損益面では、営業損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業利益）、経常損失は

百万円(前年同四半期は 百万円の経常損失)、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は 百

万円の四半期純損失）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。 

  (電線線材事業) 

  建設・電販向けの需要が堅調に推移したことから、売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％増）、営

業利益は 百万円（前年同四半期対比 ％増）となりました。 

  (電力システム事業) 

  輸出や国内電力向けの出荷が減少したことから、売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％減）、営業

損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業損失）となりました。 

  (巻線事業) 

  自動車用電装品向けは堅調な需要に支えられましたが、重電向け等の出荷が減少したことから、売上高は

百万円（前年同四半期対比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同四半期対比 ％減）となりまし

た。 

  (コミュニケーションシステム事業） 

  国内通信ケーブルの売上が低迷したことから、売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％減）、営業損

失は 百万円（前年同四半期は 百万円の営業損失）となりました。 

  (デバイス事業） 

  ワイヤハーネスや精密デバイス（ローラ）は海外での生産が堅調に推移しましたが、受注が拡大している建築

用免震装置は出荷の端境期となったことから、売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％減）、営業利益

は 百万円（前年同四半期対比 ％減）となりました。 

  (その他) 

  売上高は 百万円（前年同四半期対比 ％増）、営業損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の

営業損失）となりました。 

 注. 上記、セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高または振替高を含めておりません。 

   

(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における総資産は 百万円(前連結会計年度末総資産 百万円)

で、主に受取手形及び売掛金が減少し、たな卸資産が増加したため、前連結会計年度末より 百万円減少し

ております。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は 百万円(前連結会計年度末負債合計 百万

円)で、主に支払手形及び買掛金が減少したため、前連結会計年度末より 百万円減少しております。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円（前連結会計年度末純資産 百万円）

で、前連結会計年度末より 百万円減少しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

392億32 6.5

5億70 1億22

12億53 2億73 11億26 4億47

160億88 3.3

5億66 8.4

86億84 10.8

6億88 6億2

51億93 17.4 8 96.6

43億86 18.0

4億27 47

43億57 2.5

95 15.6

5億20 0.3 1億34 1億9

1,404億71 1,434億98

30億26

1,002億31 1,017億19

14億87

402億39 417億78

15億38
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間につきましては、電力システム事業の業績回復が遅れていること、また、国内の通信

ケーブル関連の需要が想定以上に減少していることから、営業利益、経常利益、四半期純利益とも前回予想を下

回る見込みです。 

  通期連結業績予想につきましても、第２四半期連結累計期間の減益要因を考慮し、売上高、営業利益、経常利

益、当期純利益を下方修正いたしました。  

         平成25年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

(単位：百万円、％）

  

         平成25年3月期通期連結業績予想の修正（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 (単位：百万円、％）

  

（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）  

 税金費用については、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。  

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益 

 前回発表予想（A)   81,000  600  0  0

今回発表予想（B)  81,000  △400  △1,400  △1,200

 増減額（B－A）  0  △1,000  △1,400  △1,200

増減率(％）   0.0  －  －  －

 (ご参考)前期実績

(平成24年３月期第2四

半期累計期間） 

  85,573  574  △454   △995

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

前回発表予想（A)   170,000  2,500  1,300  900

今回発表予想（B)  166,000  1,700  100  100

増減額（B－A）   △4,000  △800  △1,200  △800

増減率(％）  △2.4  △32.0  △92.3  △88.9

(ご参考)前期実績(平

成24年３月期） 
 171,780  1,945  693    162

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 7,446 7,072

受取手形及び売掛金 50,724 46,343

たな卸資産 18,984 20,487

その他 4,262 4,761

貸倒引当金 △242 △172

流動資産合計 81,174 78,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,039 14,078

機械装置及び運搬具（純額） 6,278 6,237

土地 24,482 24,448

その他（純額） 1,524 1,806

有形固定資産合計 46,324 46,571

無形固定資産 2,428 2,400

投資その他の資産   

投資有価証券 6,439 6,038

その他 7,634 7,504

貸倒引当金 △503 △536

投資その他の資産合計 13,570 13,005

固定資産合計 62,323 61,977

資産合計 143,498 140,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,352 22,867

短期借入金 43,654 45,166

未払法人税等 408 208

工事損失引当金 3 0

災害損失引当金 2 －

その他 10,789 10,212

流動負債合計 79,210 78,455

固定負債   

長期借入金 14,333 13,620

退職給付引当金 686 733

役員退職慰労引当金 95 100

その他 7,394 7,322

固定負債合計 22,509 21,776

負債合計 101,719 100,231
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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 24,221 24,221

資本剰余金 11,035 11,035

利益剰余金 603 △837

自己株式 △12 △12

株主資本合計 35,848 34,406

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 556 227

土地再評価差額金 5,023 5,031

為替換算調整勘定 △735 △395

その他の包括利益累計額合計 4,844 4,862

少数株主持分 1,085 971

純資産合計 41,778 40,239

負債純資産合計 143,498 140,471
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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 41,940 39,232

売上原価 37,368 35,407

売上総利益 4,572 3,824

販売費及び一般管理費 4,449 4,394

営業利益又は営業損失（△） 122 △570

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 75 37

その他 43 41

営業外収益合計 124 82

営業外費用   

支払利息 279 257

持分法による投資損失 3 33

為替差損 147 283

その他 90 190

営業外費用合計 520 765

経常損失（△） △273 △1,253

特別利益   

受取補償金 － 105

固定資産売却益 － 29

負ののれん発生益 128 －

特別利益合計 128 134

特別損失   

減損損失 － 62

投資有価証券評価損 － 35

和解金 221 －

災害による損失 61 －

その他 － 12

特別損失合計 282 110

税金等調整前四半期純損失（△） △428 △1,228

法人税等 88 55

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △516 △1,284

少数株主損失（△） △69 △158

四半期純損失（△） △447 △1,126
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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損失（△） △516 △1,284

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 56 △329

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 121 262

持分法適用会社に対する持分相当額 23 121

その他の包括利益合計 201 54

四半期包括利益 △315 △1,230

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △270 △1,116

少数株主に係る四半期包括利益 △44 △114
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 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 

  

（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、物流業、事務管理業務、超電導

線事業の製造販売を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額 百万円には、未実現利益の調整額 百万円、のれんの償却額 百万

円を含んでおります。 

３ セグメント利益又は損失は、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。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （重要な負ののれんの発生益） 

 「電力システム事業」において、連結子会社である㈱エクシムの株式を追加取得いたしました。なお、当該事象

による負ののれんの発生益は、 百万円であります。  

  

（海外売上高） 

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） 

  

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 各区分に属する主な国または地域 

アジア………カタール、クウェート、中国等 

 ３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 

その他 
(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円）

電線線材事
業 

（百万円） 

電力システ
ム事業 

（百万円） 

巻線事業 
（百万円）

コミュニケ
ーションシ
ステム事業
（百万円）

デバイス事
業 

（百万円）

売上高     

外部顧客へ
の売上高 

 15,573  9,741  6,287  5,352  4,468  518  41,940  －  41,940

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

 6,284  298  281  503  50  2,283  9,701  △9,701  －

計  21,857  10,040  6,568  5,855  4,518  2,802  51,642  △9,701  41,940

セグメント利
益又は損失
（△） 

 523  △602  257  △47  113  △109  134  △11  122

△11 22 △22

128

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,824  83  4,907

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  41,490

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 11.5  0.2  11.7
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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 

  

（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、物流業、事務管理業務、超電導

線事業等の製造販売等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額９百万円には、未実現利益の調整額４百万円を含んでおります。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

  「デバイス事業」において、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１

四半期累計期間においては 百万円であります。 

  

（海外売上高） 

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） 

  

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 各区分に属する主な国または地域 

アジア………シンガポール、カタール、中国等 

 ３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。 

  

     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） 

    

    配当金支払額 

  

  

報告セグメント 

その他 
(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円）

電線線材事
業 

（百万円） 

電力システ
ム事業 

（百万円） 

巻線事業 
（百万円）

コミュニケ
ーションシ
ステム事業
（百万円）

デバイス事
業 

（百万円）

売上高     

外部顧客へ
の売上高 

 16,088  8,684  5,193  4,386  4,357  520  39,232  －  39,232

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

 4,580  264  247  399  91  2,472  8,055  △8,055  －

計  20,668  8,949  5,441  4,786  4,449  2,993  47,287  △8,055  39,232

セグメント利
益又は損失
（△） 

 566  △688  8  △427  95  △134  △580  9  △570

62

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,288  65  4,353

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  39,232

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.9  0.2  11.1

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（決議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円）  

基準日 効力発生日  配当の原資

平成24年６月27日

定時株主総会 
普通株式  308  1 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金 
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