
  

１．平成24年10月期第３四半期の連結業績（平成23年11月１日～平成24年７月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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 ％ 

24年10月期第３四半期  48,685  0.2  1,782  △15.5  1,938  △14.0  1,085  △16.3

23年10月期第３四半期  48,579  28.5  2,109  88.1  2,254  75.6  1,298  69.8

（注）包括利益 24年10月期第３四半期 1,115百万円（ ％） △23.0   23年10月期第３四半期 1,447百万円 （ ％） －

  
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10月期第３四半期  103.61  －

23年10月期第３四半期  123.09  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年10月期第３四半期  50,232  29,977  59.6

23年10月期  49,432  29,208  59.1

（参考）自己資本 24年10月期第３四半期 29,949百万円   23年10月期 29,192百万円 

  
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 

23年10月期  －  15.00  －  15.00  30.00

24年10月期  －  16.00  －   

24年10月期（予想）    16.00  32.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月１日～平成24年10月31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  65,000  1.2  2,640  1.1  2,820  0.4  1,600  1.1  152.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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10月期３Ｑ 10,800,000株 23年10月期 10,800,000株

②  期末自己株式数 24年10月期３Ｑ 324,383株 23年10月期 302,864株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期３Ｑ 10,481,740株 23年10月期３Ｑ 10,547,351株

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のレビュー手続は終了していません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の停滞から復興需要等を背景として緩やかに

持ち直しているものの、欧州債務危機の再燃懸念による世界経済の減速や円高の長期化などにより、引き続き先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの係わる電線業界におきましては、電線の主材料である銅の価格が、期初には１トン当たり670千

円、第３四半期末には630千円となりました。その結果、期中平均価格は672千円と前年同期平均806千円に比べ

16.6％下落いたしました。また、建設・電販向けの出荷量は緩やかな回復状況で推移いたしました。 

 このような情勢のもとで当社グループは、提案型営業の推進、物流機能強化を図るため当社東京支店倉庫及び仙

台支店倉庫中２階の増設、新規得意先の開拓、既存得意先の深耕、新商品の拡販など積極的な営業展開を図りまし

た。 

 その結果、当期の業績は、銅価格の下落による販売価格の低下を出荷量の増加でカバーし、売上高は 百万

円（前年同期比0.2％増）となりましたが、競争激化により、粗利率が低下したため、営業利益は 百万円（前

年同期比15.5％減）、経常利益は 百万円（前年同期比14.0％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比

16.3％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。各セグメントの売上高は、外部顧客への売上高を記載しておりま

す。 

［電線・ケーブル］ 

 建設用の電力用ケーブルは、銅価格の下落により販売価格が低下したものの、出荷量が増加したため売上が増加

いたしました。一方、産業用製造設備向けFA用ケーブル等の機器用電線は、タイの洪水被害の復興需要があったも

のの、全般的には設備投資が減速したため、売上が減少し、当セグメントの売上高は 百万円（前年同期比

0.1％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比17.1％減）となりました。 

［その他（情報関連機器等）］ 

 提案型営業を強化するとともに、付加価値のあるシステム提案を行ったことにより、当セグメントの売上高は

百万円（前年同期比6.7％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比583.6％増）となりました。       

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況   

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、資産合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて

百万円の増加となりました。 

 流動資産は、売上債権及び商品が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 百万円の増加とな

り、固定資産は、設備投資により有形固定資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 百万

円の増加となりました。 

 負債につきましては、負債合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて 百万円の増加となりました。 

 流動負債は、未払法人税等が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 百万円の減少となり、

固定負債は、リース債務が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 百万円の増加となりまし

た。 

 純資産につきましては、純資産合計は 百万円で前連結会計年度末に比べて 百万円の増加となりまし

た。増加の主な要因は、利益の内部留保により利益剰余金が 百万円増加したことなどによります。 

   

（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６月４日に平成24年10月期第２四半期決算短信で公表いたしました業績

予想からの変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

48,685

1,782

1,938 1,085

47,661

1,780

1,052 34

50,232

799

598

201

20,254 30

176

206

29,977 769

760
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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 

 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 

 該当事項はありません。 

   

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度

から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。 

 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成25年10

月期から平成27年10月期までの連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.9％に、平成28年10月

期以降の連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については35.6％にそれぞれ変更となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が94百万円減少し、その他

有価証券評価差額金が０百万円、法人税等調整額が94百万円、それぞれ増加しております。 

   

  

２．サマリー情報（その他）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23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,841 9,003

受取手形及び売掛金 17,676 18,947

有価証券 13 10

商品 3,788 4,058

繰延税金資産 336 200

その他 96 153

貸倒引当金 △81 △104

流動資産合計 31,671 32,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,000 4,308

機械装置及び運搬具（純額） 208 208

土地 8,214 8,214

リース資産（純額） 76 211

その他（純額） 640 429

有形固定資産合計 13,140 13,371

無形固定資産 126 135

投資その他の資産   

投資有価証券 1,073 1,090

長期貸付金 87 83

繰延税金資産 743 667

その他（純額） 3,100 3,119

貸倒引当金 △509 △505

投資その他の資産合計 4,494 4,454

固定資産合計 17,761 17,962

資産合計 49,432 50,232
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,145 16,416

短期借入金 191 250

1年内償還予定の社債 1 －

リース債務 20 52

未払法人税等 727 231

賞与引当金 454 240

その他 639 813

流動負債合計 18,179 18,003

固定負債   

リース債務 57 160

繰延税金負債 126 126

退職給付引当金 1,453 1,502

役員退職慰労引当金 261 290

資産除去債務 6 6

その他 138 163

固定負債合計 2,044 2,251

負債合計 20,224 20,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,575 2,575

資本剰余金 3,372 3,372

利益剰余金 23,645 24,405

自己株式 △354 △375

株主資本合計 29,237 29,978

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △9 △0

為替換算調整勘定 △35 △28

その他の包括利益累計額合計 △45 △29

少数株主持分 15 28

純資産合計 29,208 29,977

負債純資産合計 49,432 50,232
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 48,579 48,685

売上原価 41,166 41,403

売上総利益 7,412 7,282

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 724 783

貸倒引当金繰入額 101 29

給料及び賞与 2,169 2,259

福利厚生費 493 525

賞与引当金繰入額 234 240

退職給付費用 144 118

役員退職慰労引当金繰入額 18 45

旅費交通費及び通信費 173 181

減価償却費 239 272

のれん償却額 25 －

その他 976 1,043

販売費及び一般管理費合計 5,302 5,499

営業利益 2,109 1,782

営業外収益   

受取利息 7 9

受取配当金 16 18

受取家賃 75 72

仕入割引 39 38

その他 57 63

営業外収益合計 197 202

営業外費用   

支払利息 2 1

為替差損 0 1

投資有価証券売却損 13 －

減価償却費 10 9

支払保証料 16 12

その他 9 19

営業外費用合計 52 45

経常利益 2,254 1,938
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 －

退職給付制度終了益 92 －

受取保険金 － 168

特別利益合計 93 168

特別損失   

固定資産売却損 2 －

投資有価証券評価損 24 15

ゴルフ会員権評価損 － 2

役員退職慰労金 20 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

災害による損失 5 3

特別損失合計 57 26

税金等調整前四半期純利益 2,290 2,081

法人税、住民税及び事業税 769 781

法人税等調整額 217 201

法人税等合計 986 982

少数株主損益調整前四半期純利益 1,303 1,098

少数株主利益 5 12

四半期純利益 1,298 1,085
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,303 1,098

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 143 9

為替換算調整勘定 0 6

その他の包括利益合計 144 16

四半期包括利益 1,447 1,115

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,442 1,101

少数株主に係る四半期包括利益 5 13
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 該当事項はありません。 

   

 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
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