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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

（注）24年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率は、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、記載しておりません。

(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2四半期 9,661 13.1 380 7.9 351 4.8 429 △9.8
24年3月期第2四半期 8,545 ― 353 ― 335 ― 475 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 117百万円 （△69.1％） 24年3月期第2四半期 379百万円 （―％）

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2四半期 60.17 59.91
24年3月期第2四半期 67.21 66.54

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2四半期 24,220 14,539 60.0 2,037.62
24年3月期 24,080 14,379 59.7 2,015.20
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 14,528百万円 24年3月期 14,368百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
25年3月期 ― 10.00
25年3月期（予想） ― 12.00 22.00

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、対前期増減率）

（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

通期 20,300 10.2 1,090 36.1 1,060 28.3 940 14.1 131.84



(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） ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ３．「２．（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(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）25年３月期第１四半期連結会計期間より、「収益認識基準の変更」、「有形固定資産の減価償却の方法の変更」及び「有形固定資産の耐用年数の変
更」を行っております。詳細は、添付資料Ｐ３．「（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きの対象外であり、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

四半期レビュー手続き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
本資料に記載し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。

※  注記事項

新規 1社 （社名）
SHIKOKU CABLE VIETNAM LIMITE
D

、 除外 ―社 （社名）

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 ： 有
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2Q 8,769,900 株 24年3月期 8,769,900 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,639,868 株 24年3月期 1,639,821 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,130,064 株 24年3月期2Q 7,073,113 株
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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わが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、緩やかな持ち直しの動

きがあったものの、海外経済の減速や長引く円高等の影響により、低調となりました。

海外経済は、米国経済が緩やかに回復したものの、長引く欧州経済危機、中国での景気減速などにより、全体と

して減速の動きが広がっており、弱い回復となりました。

当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、ビッグデータ関連市場の需要は引き続き拡大基

調で推移致しましたが、ノートパソコンやテレビ等の民生用デジタル機器製品の需要低迷により、全般的に低調に

推移致しました。

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は96億61百万円（前年同期比13.1％増）、営

業利益３億80百万円（同7.9％増）、経常利益３億51百万円（同4.8％増）、四半期純利益４億29百万円（同9.8％

減）となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より、収益認識基準の変更を行ったため、前年同四半期比較にあたっては、遡及

適用及び組替え後の数値に基づき算出しております。

主なセグメント別の業績は、次のとおりです。

（電線・加工品）

無線基地局用ケーブル等の売上が堅調に推移したことや、前第２四半期連結会計期間に四国電線株式会社を子会

社化したことにより、売上高は78億83百万円（前年同期比19.7％増）となりました。売上高の増加によりセグメン

ト利益は５億51百万円（同16.3％増）となりました。

（電子・医療部品）

医療用特殊チューブの売上は償還価格の改定による影響により微減となりましたが、ネットワーク機器の売上は

前年同期にあった震災特需が無くなったことにより大幅に減少し、売上高は17億円（前年同期比10.9％減）となり

ました。売上高の減少等によりセグメント利益は１億95百万円（同39.9％減）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１億39百万円増加し、242億20百万円となり

ました。主な増加は、SHIKOKU CABLE VIETNAM LIMITEDを連結の範囲に含めたこと等により、「現金及び預金」が

３億68百万円、「有価証券」が４億14百万円、「機械装置及び運搬具（純額）」が３億58百万円増加しました。主

な減少は、「投資その他の資産」の投資有価証券が６億71百万円、長期貸付金が３億28百万円減少しました。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、96億80百万円となりました。

主な増加は、「短期借入金」が７億25百万円、流動負債「その他」の預り金が２億19百万円増加しました。主な減

少は、固定負債「その他」の長期未払金が８億88百万円、長期預り金が２億40百万円減少しました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億59百万円増加し、145億39百万円となり

ました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月７日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

前連結会計年度末では操業開始前であり、かつ総資産等の金額に重要性がなかったSHIKOKU CABLE VIETNAM 

LIMITEDは、操業開始となり重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（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

①収益認識基準の変更 

当社及び連結子会社はこれまで売上収益の認識を出荷時点としておりましたが、第１四半期連結会計期間より顧

客に納品した時点に変更いたしました。この変更は、顧客の納期短縮化の要請など取引状況の変化に対応して顧客

への納品責任を明確にしたこと、また、システム改修により納品状況に関するデータの把握が可能となったことか

ら行うものであります。

当会計方針の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半

期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。

（会計方針の変更の影響）

上記の会計方針の変更の結果、遡及適用及び組替えを行う前と比べて、前四半期連結財務諸表及び前連結財務諸

表の主な影響額は以下のとおりとなっております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映さ

れたことにより、利益剰余金の前期首残高は９百万円減少しております。

なお、収益認識基準の変更に伴うセグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。

（ａ）連結貸借対照表

前連結会計年度（平成24年３月31日） 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（単位：千円）

遡及

適用前

遡及

適用後 差額

資産の部

流動資産

受取手形及び売掛金 6,221,640 6,145,534 △76,105

商品及び製品 1,333,114 1,390,772 57,657

繰延税金資産 95,841 102,795 6,954

貸倒引当金 △2,093 △2,067 25

流動資産合計 13,214,136 13,202,668 △11,468

資産合計 24,092,210 24,080,742 △11,468

純資産の部 

株主資本

利益剰余金 14,696,958 14,685,509 △11,448

株主資本合計 15,458,460 15,447,012 △11,448

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,043,039 △1,043,058 △19

その他の包括利益累計額合計 △1,078,466 △1,078,485 △19

純資産合計 14,391,278 14,379,809 △11,468

負債純資産合計 24,092,210 24,080,742 △11,468



（ｂ）四半期連結損益計算書

前第２四半期連結累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

②有形固定資産の減価償却の方法の変更

有形固定資産の減価償却の方法については、従来、当社及び国内連結子会社は主として定率法、在外連結子会社

は定額法によっておりましたが、当社グループのグローバル展開の進展を踏まえ、グループ内の会計処理の統一を

図る観点や、資産の実際の費消パターンとの観点で有形固定資産の償却方法の見直しを行った結果、第１四半期連

結会計期間より定率法適用有形固定資産について、当社及び国内連結子会社においても定額法に変更しておりま

す。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四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９百万円増加しております。

なお、セグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。

③有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び一部の連結子会社は、資産の実際の費消パターンとの観点で有形固定資産の耐用年数の見直しを行った

結果、第１四半期連結会計期間より一部の機械装置の耐用年数を７年～10年としていたものを20年～30年に変更し

ております。

この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第２四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33百万円増加しております。

なお、セグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。

（４）追加情報

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日である福泰克（連雲港）電子有限公司他11社については、同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、連結財務

情報のより適正な開示を図るために、第１四半期連結会計期間より連結決算日である３月31日に仮決算を行い連結

する方法に変更しております。

なお、各社の平成24年１月１日から同年３月31日までの損益については、利益剰余金に直接計上しております。

（単位：千円）

遡及適用

及び

組替え前

遡及適用

及び

組替え後 差額

売上高 8,616,396 8,545,789 △70,607

売上原価 6,884,373 6,830,158 △54,214

売上総利益 1,732,023 1,715,631 △16,392

販売費及び一般管理費 1,362,509 1,362,495 △13

営業利益 369,514 353,135 △16,378

営業外収益 37,344 37,344 －

営業外費用 54,873 54,873 －

経常利益 351,985 335,606 △16,378

特別利益 1,623,185 1,623,185 －

特別損失 944,872 944,872 －

税金等調整前四半期純利益 1,030,299 1,013,920 △16,378

法人税、住民税及び事業税 179,335 179,335 －

法人税等調整額 365,694 359,325 △6,369

法人税等合計 545,029 538,660 △6,369

少数株主損益調整前四半期純利益 485,269 475,260 △10,009

少数株主損失（△） △164 △164 －

四半期純利益 485,433 475,424 △10,009



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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,950,117 3,318,813

受取手形及び売掛金 6,145,534 5,825,384

有価証券 204,607 618,958

商品及び製品 1,390,772 1,273,677

仕掛品 506,250 538,516

原材料及び貯蔵品 1,565,385 1,565,124

繰延税金資産 102,795 414,019

その他 339,272 315,962

貸倒引当金 △2,067 △1,638

流動資産合計 13,202,668 13,868,819

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,513,282 3,565,858

機械装置及び運搬具（純額） 1,689,077 2,047,599

土地 2,639,021 2,641,116

その他（純額） 390,538 359,038

有形固定資産合計 8,231,920 8,613,613

無形固定資産 91,983 100,261

投資その他の資産 2,554,170 1,637,591

固定資産合計 10,878,074 10,351,465

資産合計 24,080,742 24,220,285

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,338,245 2,019,247

短期借入金 1,484,626 2,209,925

未払法人税等 114,321 136,571

賞与引当金 46,860 146,528

その他 782,702 1,236,656

流動負債合計 4,766,756 5,748,929

固定負債

長期借入金 2,015,520 2,115,527

退職給付引当金 1,582,977 1,608,463

役員退職慰労引当金 31,710 32,602

その他 1,303,968 175,243

固定負債合計 4,934,176 3,931,837

負債合計 9,700,932 9,680,766



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,550,450 1,550,450

資本剰余金 1,454,594 1,454,594

利益剰余金 14,685,509 14,945,737

自己株式 △2,243,543 △2,243,574

株主資本合計 15,447,012 15,707,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △35,427 △33,815

繰延ヘッジ損益 － △4,669

為替換算調整勘定 △1,043,058 △1,140,425

その他の包括利益累計額合計 △1,078,485 △1,178,910

少数株主持分 11,283 11,220

純資産合計 14,379,809 14,539,518

負債純資産合計 24,080,742 24,220,285



（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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 8,545,789 9,661,810

売上原価 6,830,158 7,712,060

売上総利益 1,715,631 1,949,750

販売費及び一般管理費 1,362,495 1,568,751

営業利益 353,135 380,999

営業外収益

受取利息 9,521 7,948

受取配当金 7,502 5,499

その他 20,319 23,868

営業外収益合計 37,344 37,316

営業外費用

支払利息 9,620 14,233

為替差損 37,914 36,102

その他 7,338 16,404

営業外費用合計 54,873 66,740

経常利益 335,606 351,574

特別利益

負ののれん発生益 378,577 －

固定資産売却益 1,224,056 －

投資有価証券売却益 18,700 －

受取保険金 1,851 －

特別利益合計 1,623,185 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 135,508

災害による損失 249,042 －

役員退職慰労金 695,829 －

その他 － 634

特別損失合計 944,872 136,143

税金等調整前四半期純利益 1,013,920 215,431

法人税、住民税及び事業税 179,335 122,003

法人税等調整額 359,325 △335,421

法人税等合計 538,660 △213,417

少数株主損益調整前四半期純利益 475,260 428,848

少数株主損失（△） △164 △179

四半期純利益 475,424 429,028



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 475,260 428,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △60,265 1,611

繰延ヘッジ損益 △3,311 △4,669

為替換算調整勘定 △31,811 △308,311

その他の包括利益合計 △95,388 △311,368

四半期包括利益 379,871 117,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 379,902 118,226

少数株主に係る四半期包括利益 △31 △745



該当事項はありません。

該当事項はありません。

［セグメント情報］

前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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、転売品及び不動産事

業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△４億71百万円には、セグメント間取引消去△１億１百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△３億69百万円が含まれております。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。

３．セグメント利益は、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資産に関する情報

当第２四半期連結会計期間において、四国電線株式会社の株式を取得し、新たに連結の範囲に含めておりま

す。

これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、

「電線・加工品」セグメントにおいて43億71百万円増加しております。

３．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

（重要な負ののれん発生益）

「電線・加工品」セグメントにおいて、平成23年７月15日付で四国電線株式会社の株式を取得しました。こ

れにより、負ののれん３億78百万円が発生し、当第２四半期連結会計期間において特別利益（負ののれん発生

益）に計上しております。

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

（収益認識基準の変更） 

「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」に記載のとおり、当社及び連結子会社で収益認識基準を変更しております。 

当該会計方針の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間については遡及適用後のセグメント情報に

なっております。その結果、前第２四半期連結累計期間のセグメント売上高及び利益は、遡及適用を行う前と

比較して、「電線・加工品」で売上高が47百万円、セグメント利益が８百万円、「電子・医療部品」で売上高

が22百万円、セグメント利益が７百万円、それぞれ減少しております。

（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：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

電線・加工
品

電子・医療

部品
計

売上高

外部顧客への売上高 6,586,962 1,907,377 8,494,340 51,449 8,545,789 － 8,545,789

セグメント間の内部
売上高又は振替高

98,968 2,621 101,589 － 101,589 △101,589 －

計 6,685,931 1,909,998 8,595,930 51,449 8,647,379 △101,589 8,545,789

セグメント利益 474,112 325,617 799,730 24,711 824,441 △471,305 353,135



当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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、転売品及び不動産事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△４億28百万円には、セグメント間取引消去△１億６百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△３億21百万円が含まれております。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。

３．セグメント利益は、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．報告セグメントの変更等に関する事項 

（有形固定資産の減価償却の方法の変更）

「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」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社で、有形固定資産の減価償却の方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が「電線・

加工品」で５百万円、「電子・医療部品」で５百万円、それぞれ増加しております。

（有形固定資産の耐用年数の変更）

「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」に記載のとおり、当社及び一部の連結子会社で有形固定資産の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が、

「電線・加工品」で28百万円、「電子・医療部品」で５百万円、それぞれ増加しております。

該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

電線・加工
品

電子・医療

部品
計

売上高

外部顧客への売上高 7,883,513 1,700,275 9,583,788 78,021 9,661,810 － 9,661,810

セグメント間の内部
売上高又は振替高

106,166 597 106,764 － 106,764 △106,764 －

計 7,989,680 1,700,873 9,690,553 78,021 9,768,574 △106,764 9,661,810

セグメント利益 551,547 195,789 747,336 62,393 809,729 △428,730 380,999

（６）重要な後発事象
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