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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 7,284 △13.3 △4 ― 18 △83.4 2 △96.1
24年3月期第3四半期 8,404 3.5 124 △47.6 110 △45.6 72 △41.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △6百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 11百万円 （△78.5％）

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3四半期 0.08 ―
24年3月期第3四半期 1.95 ―

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3四半期 12,272 8,556 69.7 229.61
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3四半期  8,556百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 10,050 △9.5 130 △0.4 110 △22.6 80 △16.6 2.15



(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、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3Q 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3Q 1,725,560 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3Q 37,265,752 株 24年3月期3Q 37,268,716 株
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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、前半は、緩やかに回復する兆しはあったものの、欧州の債

務問題や景気低迷、中国をはじめとする新興国の成長鈍化、長期化する円高など、先行き不透明感が強まる状況

のうちに推移いたしました。しかしながら、新政権発足後、過度の円高の是正、東京株式市場における株価の上

昇など明るい兆しも見えてまいりました。 

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、厳しさから復調し、建設・電販部門も堅調

だったものの、電力、通信、輸出部門は不振であり、電気機械部門も横ばいの状況で推移いたしました。 

そのような状況のもと、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３四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。営業損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

百万円の損失となりました。経常利益は為替差益もあり、前年同期に比べ 百万円減の 百万円、四半期純利益

は前年同期に比べ 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、通信ケーブルは増加しましたが、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、前年同期並みの 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

1,120

7,284 129 4
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153
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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。これは主に受取手形及び売

掛金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 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。 

固定負債は 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。これは主に役員退職慰労引

当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 百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得 百万

円、預け入れ期間が３か月を超える定期預金の増加 百万円などによるものであります。 

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３四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 百万円減少し 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25年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年10月31日発表の業績予想から変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、リスクや不確

実性を含んでおります。実際の業績は様々な要素により、これらの業績予想とは異なる結果となり得ることをご承

知おきください。 

   

（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３四半期連結累計期間の営業損失は 千円減少し、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は同額増加しております。 
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,049,440 2,143,398

受取手形及び売掛金 3,357,652 2,971,307

有価証券 901,156 802,365

商品及び製品 478,794 570,918

仕掛品 449,834 396,703

原材料及び貯蔵品 179,850 227,749

その他 443,622 354,470

貸倒引当金 △1,262 △1,648

流動資産合計 7,859,090 7,465,266

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,442,017 2,371,821

土地 1,403,252 1,403,252

その他（純額） 544,184 575,072

有形固定資産合計 4,389,454 4,350,147

無形固定資産 104,957 66,178

投資その他の資産   

その他 414,119 400,215

貸倒引当金 △8,683 △8,880

投資その他の資産合計 405,435 391,335

固定資産合計 4,899,847 4,807,660

資産合計 12,758,937 12,272,926

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,564,753 1,312,188

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 31,900 18,700

その他 679,095 648,889

流動負債合計 2,465,749 2,169,777

固定負債   

退職給付引当金 1,187,798 1,136,071

役員退職慰労引当金 125,470 －

その他 342,334 410,518

固定負債合計 1,655,604 1,546,589

負債合計 4,121,353 3,716,367

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 1,623,723

自己株式 △505,450 △505,653

株主資本合計 8,596,279 8,524,395

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 51,444

為替換算調整勘定 △20,468 △19,280

その他の包括利益累計額合計 41,304 32,164

純資産合計 8,637,583 8,556,559

負債純資産合計 12,758,937 12,272,926
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,404,605 7,284,172

売上原価 6,767,724 5,803,421

売上総利益 1,636,880 1,480,750

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 754,205 807,722

退職給付費用 96,434 41,926

役員退職慰労引当金繰入額 21,603 7,954

貸倒引当金繰入額 － 2,797

その他 640,235 625,063

販売費及び一般管理費合計 1,512,478 1,485,464

営業利益又は営業損失（△） 124,401 △4,713

営業外収益   

受取利息 3,149 2,796

受取配当金 15,101 10,850

為替差益 － 10,282

貸倒引当金戻入額 1,929 －

その他 8,696 2,952

営業外収益合計 28,877 26,882

営業外費用   

支払利息 2,903 2,769

為替差損 40,183 －

その他 33 1,130

営業外費用合計 43,120 3,899

経常利益 110,158 18,269

特別利益   

固定資産売却益 217 1,035

投資有価証券売却益 － 4,000

特別利益合計 217 5,035

特別損失   

固定資産処分損 4,430 1,926

その他 367 －

特別損失合計 4,797 1,926

税金等調整前四半期純利益 105,578 21,378

法人税、住民税及び事業税 13,768 13,827

法人税等調整額 19,217 4,699

法人税等合計 32,986 18,526

少数株主損益調整前四半期純利益 72,592 2,851

四半期純利益 72,592 2,851
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 72,592 2,851

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59,851 △10,328

為替換算調整勘定 △1,601 1,187

その他の包括利益合計 △61,453 △9,140

四半期包括利益 11,139 △6,288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,139 △6,288
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 105,578 21,378

減価償却費 361,599 329,299

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,390 △51,727

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,603 △125,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,295 582

売上債権の増減額（△は増加） △39,191 386,661

たな卸資産の増減額（△は増加） △190,643 △86,548

仕入債務の増減額（△は減少） △49,206 △253,237

その他 △92,278 43,631

小計 173,556 264,569

利息及び配当金の受取額 18,160 13,620

利息の支払額 △3,242 △3,048

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △27,919 △18,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,555 257,001

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） △197,937 △459

有形固定資産の取得による支出 △152,868 △196,445

無形固定資産の取得による支出 △5,372 △5,707

定期預金の純増減額（△は増加） △200,000 △250,000

その他 △1,408 7,608

投資活動によるキャッシュ・フロー △557,586 △445,003

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） △286 △202

配当金の支払額 △74,927 △73,875

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,213 △74,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,556 6,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △484,801 △255,292

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 1,653,683 2,094,110
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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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）セグメント利益又は損失（△）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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

（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、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３四半期連結累計期間のセグメント損失合計は 千円減少して

います。セグメント損失は「電線・ケーブル」で 千円、「電極線」で 千円減少し、セグメント利益は

「不動産賃貸」で 千円増加しております。 

   

（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 

                    

 5,908,507  2,176,744  319,354  8,404,605

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  5,908,507  2,176,744  319,354  8,404,605

セグメント利益又は損失（△）  △7,062  △20,289  151,754  124,401

  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 

                    

 5,184,874  1,792,648  306,648  7,284,172

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  5,184,874  1,792,648  306,648  7,284,172

セグメント利益又は損失（△）  △100,174  △58,472  153,933  △4,713

3,733

3,108 590

34
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