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 平成 25 年 2 月 8 日 
各 位 

会社名 日立電線株式会社
代表者名 執行役社長 髙橋 秀明

(コード番号 5812 東証・大証１部)
問合せ先 ビジネスサポート本部

人事総務部門総務部長
木暮 正一

(TEL. 03-6381-1050)

 
（変更・数値データ変更あり）平成 25 年 3 月期  第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 
日立電線株式会社は、平成 25 年 2 月 1 日付で開示した「平成 25 年 3 月期  第 3 四半期決算短信〔日

本基準〕（連結）」の記載内容を一部変更いたしますので、お知らせいたします。 
 
記 

 
１．変更理由 

当社は、平成24年11月30日に公表した早期退職・転職支援制度への応募者数について、平成25年

3月期第3四半期決算日時点（平成24年12月31日）において当社が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より想定し、それに基づき算出した退職加算金の発生見込み額を含む事

業構造改善費用80億74百万円を平成25年3月期第3四半期連結会計期間の特別損失として計上いた

しました。しかし、その後の集計の結果、本施策への 終的な応募者数が想定を大幅に上回ったた

め、事業構造改善費用を94億39百万円に増額修正して特別損失に計上するとともに、関連する記載

内容を変更いたします。 

なお、本件変更は、平成25年2月1日付「特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」及び「平成25年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表した平成25年3月

期通期連結業績予想に織り込んだ特別損失の範囲内です。 

 
 

２．変更箇所 

サマリー情報 

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） 

（１）連結経営成績（累計） 

（２）連結財政状態 

添付資料 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………… 2 ページ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………… 4 ページ 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………… 7 ページ 

（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）………… 8 ページ   

（四半期連結包括利益計算書）（第 3 四半期連結累計期間）…… 9 ページ 
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３．変更内容 

変更箇所は下線を付して表示しております。 
サマリー情報 
【変更前】 
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） 
（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 267,787 △14.0 2,396 60.8 3,407 634.3 △6,727 －
24 年３月期第３四半期 311,548 △1.1 1,490 78.2 464 201.3 △17,575 －

（注） 包括利益 25 年３月期第３四半期 △5,665 百万円（－％）   24 年３月期第３四半期 △19,863 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３四半期 △18.34 －
24 年３月期第３四半期 △48.22 －

 
（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
25 年３月期第３四半期 264,276 77,243 28.5 
24 年３月期 245,882 83,034 33.0 

（参考）自己資本 25 年３月期第３四半期 75,256 百万円 24 年３月期 81,190 百万円 
 

 
【変更後】 
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） 
（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 267,787 △14.0 2,396 60.8 3,407 634.3 △8,092 －
24 年３月期第３四半期 311,548 △1.1 1,490 78.2 464 201.3 △17,575 －

（注）包括利益 25 年３月期第３四半期 △7,030 百万円（－％）  24 年３月期第３四半期 △19,863 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３四半期 △22.06 －
24 年３月期第３四半期 △48.22 －

 
（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
25 年３月期第３四半期 264,276 75,878 28.0 
24 年３月期 245,882 83,034 33.0 

（参考）自己資本 25 年３月期第３四半期 73,891 百万円 24 年３月期 81,190 百万円 
 
 



 

3/7 

添付資料 
2 ページ 
【変更前】 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（中略） 

利益面では、売上高減少の影響はありましたが、固定費削減や原価低減の効果により、営業利

益は前第３四半期連結累計期間を９億６百万円上回る23億96百万円（前第３四半期連結累計期間

営業利益14億90百万円）、経常利益は前第３四半期連結累計期間を29億43百万円上回る34億７百

万円（前第３四半期連結累計期間経常利益４億64百万円）となりました。また、現在、事業環境

の悪化に対応し、固定費削減も含めた構造改革を推進しております。施策実行に伴う減損損失及

び事業構造改善費用を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は67億27百万円（前第３四

半期連結累計期間四半期純損失175億75百万円）となりました。 

 
【変更後】 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（中略） 

利益面では、売上高減少の影響はありましたが、固定費削減や原価低減の効果により、営業利

益は前第３四半期連結累計期間を９億６百万円上回る23億96百万円（前第３四半期連結累計期間

営業利益14億90百万円）、経常利益は前第３四半期連結累計期間を29億43百万円上回る34億７百

万円（前第３四半期連結累計期間経常利益４億64百万円）となりました。また、現在、事業環境

の悪化に対応し、固定費削減も含めた構造改革を推進しております。施策実行に伴う減損損失及

び事業構造改善費用を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は80億92百万円（前第３四

半期連結累計期間四半期純損失175億75百万円）となりました。 

 
4 ページ 
【変更前】 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの負債合計は、1,870億33百万円となり、

前連結会計年度末に比べて241億85百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金が

174億46百万円、短期借入金が24億２百万円、事業構造改善引当金が72億16百万円増加し、一方、

未払費用が29億33百万円減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの純資産合計は、772億43百万円であり、

前連結会計年度末に比べて57億91百万円減少しております。これは主に利益剰余金が67億14百

万円減少したことによるものであります。 
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【変更後】 
１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

②負債 

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの負債合計は、1,883億98百万円となり、

前連結会計年度末に比べて255億50百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金が

174億46百万円、短期借入金が24億２百万円、事業構造改善引当金が85億81百万円増加し、一方、

未払費用が29億33百万円減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの純資産合計は、758億78百万円であり、

前連結会計年度末に比べて71億56百万円減少しております。これは主に利益剰余金が80億79百

万円減少したことによるものであります。 

 
7 ページ 
【変更前】 
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３四半期連結会計期間 

（平成24年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 58,235 75,681

  短期借入金 16,176 18,578

  未払法人税等 900 1,076

  未払費用 13,720 10,787

  事業構造改善引当金 － 7,216

  災害損失引当金 81 －

  課徴金引当金 1,504 1,572

  その他 12,806 11,799

  流動負債合計 103,422 126,709

（中略）   

 負債合計 162,848 187,033

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 25,948 25,948

  資本剰余金 31,518 31,518

  利益剰余金 34,622 27,908

  自己株式 △3,008 △3,009

  株主資本合計 89,080 82,365

（中略） 

 純資産合計 83,034 77,243

負債純資産合計 245,882 264,276
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【変更後】 
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３四半期連結会計期間 

（平成24年12月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 58,235 75,681

  短期借入金 16,176 18,578

  未払法人税等 900 1,076

  未払費用 13,720 10,787

  事業構造改善引当金 － 8,581

  災害損失引当金 81 －

  課徴金引当金 1,504 1,572

  その他 12,806 11,799

  流動負債合計 103,422 128,074

（中略） 

 負債合計 162,848 188,398

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 25,948 25,948

  資本剰余金 31,518 31,518

  利益剰余金 34,622 26,543

  自己株式 △3,008 △3,009

  株主資本合計 89,080 81,000

（中略） 

 純資産合計 83,034 75,878

負債純資産合計 245,882 264,276
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8 ページ 
【変更前】 
３．四半期連結財務諸表 

（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）

（中略） 

 特別損失 

  投資有価証券評価損 130 467

  減損損失 8,415 353

  事業構造改善費用 7,184 8,725

  災害による損失 1,406 －

  課徴金引当金繰入額 1,426 －

  その他 497 751

  特別損失合計 19,058 10,296

 税金等調整前四半期純損失（△） △16,551 △5,885

 法人税等 796 676

 少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,347 △6,561

 少数株主利益 228 166

 四半期純損失（△） △17,575 △6,727

 

【変更後】 

３．四半期連結財務諸表 

（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） 

（中略） 

 特別損失 

  投資有価証券評価損 130 467

  減損損失 8,415 353

  事業構造改善費用 7,184 10,090

  災害による損失 1,406 －

  課徴金引当金繰入額 1,426 －

  その他 497 751

  特別損失合計 19,058 11,661

 税金等調整前四半期純損失（△） △16,551 △7,250

 法人税等 796 676

 少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,347 △7,926

 少数株主利益 228 166

  四半期純損失（△） △17,575 △8,092
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9 ページ 
【変更前】 
３．四半期連結財務諸表 

（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損失（△） △17,347 △6,561

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △870 △135

 繰延ヘッジ損益 △142 △63

 為替換算調整勘定 △1,317 1,523

 持分法適用会社に対する持分相当額 △187 △429

 その他の包括利益合計 △2,516 896

四半期包括利益 △19,863 △5,665

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △19,940 △5,933

 少数株主に係る四半期包括利益 77 268

 
【変更後】 
３．四半期連結財務諸表  

（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損失（△） △17,347 △7,926

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △870 △135

 繰延ヘッジ損益 △142 △63

 為替換算調整勘定 △1,317 1,523

 持分法適用会社に対する持分相当額 △187 △429

 その他の包括利益合計 △2,516 896

四半期包括利益 △19,863 △7,030

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △19,940 △7,298

 少数株主に係る四半期包括利益 77 268

 

 

 

以 上 


