
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  
  

  

   平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
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上場会社名  日立金属株式会社（日立電線株式会社分） 上場取引所   東

コード番号 5486 ＵＲＬ   http://www.hitachi-metals.co.jp/

代表者 （役職名）  執行役会長 兼 執行役社長 （氏名）  藤井 博行

問合せ先責任者 （役職名）  コミュニケーション室長 （氏名）  釜谷 和嗣 ＴＥＬ   03-5765-4075

        

        

     （百万円未満四捨五入）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  88,266  △3.4  3,240  －  3,022  －  4,325  －

25年３月期第１四半期  91,415  △12.9  △172  －  72  △97.8  △95  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 6,950百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △842百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第１四半期  11.79  －

25年３月期第１四半期  △0.26  －

  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 

26年３月期第１四半期  261,682  75,921  28.2  201.29

25年３月期  258,577  77,585  29.1  205.53

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 73,815百万円   25年３月期 75,374百万円 

  
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 
25年３月期  － － － －  －

26年３月期  －       



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「１．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 374,018,174株 25年３月期 374,018,174株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 7,302,617株 25年３月期 7,280,270株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 366,725,979株 25年３月期１Ｑ 366,751,500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、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受けておりません。

日立電線株式会社は平成25年７月１日を効力発生日として、日立金属株式会社と合併しました。 

平成26年３月期の業績予想に関する説明につきましては、日立金属株式会社（日立金属株式会社分）の「平成26年３

月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」をご覧ください。
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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）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 

 （退職給付に関する会計基準等の適用）  

  「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）が平成

25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計

上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しました。ま

た、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定

式基準へ変更しました。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上した

ことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付債

務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しておりま

す。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首のその他の包括利益累計額が10,848百万円減少し、利益剰余金が

2,614百万円増加しております。なお、この変更による当第１四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に与える影響は軽微であります。 

  

１．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,449 20,522

受取手形及び売掛金 97,205 92,867

有価証券 196 190

商品及び製品 11,680 12,378

仕掛品 23,303 23,230

原材料及び貯蔵品 10,676 9,971

繰延税金資産 765 571

その他 14,287 17,748

貸倒引当金 △310 △229

流動資産合計 172,251 177,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 100,338 99,274

減価償却累計額 △71,757 △71,200

建物及び構築物（純額） 28,581 28,074

機械、運搬具及び工具器具備品 243,065 219,105

減価償却累計額 △216,797 △192,866

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 26,268 26,239

土地 7,081 7,047

建設仮勘定 1,327 987

有形固定資産合計 63,257 62,347

無形固定資産   

その他 5,967 6,174

無形固定資産合計 5,967 6,174

投資その他の資産   

投資有価証券 10,405 9,811

長期貸付金 3,051 35

繰延税金資産 704 656

その他 5,765 5,829

貸倒引当金 △2,823 △418

投資その他の資産合計 17,102 15,913

固定資産合計 86,326 84,434

資産合計 258,577 261,682
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 76,353 77,064

短期借入金 22,752 23,529

未払法人税等 645 821

未払費用 12,253 11,194

事業構造改善引当金 2,561 －

課徴金引当金 1,654 1,761

その他 11,513 10,742

流動負債合計 127,731 125,111

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 29,000 29,000

繰延税金負債 2,724 2,746

退職給付引当金 14,945 －

退職給付に係る負債 － 22,091

役員退職慰労引当金 110 46

持分法適用に伴う負債 211 106

その他 1,271 1,661

固定負債合計 53,261 60,650

負債合計 180,992 185,761

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 25,471 32,199

自己株式 △3,010 △3,014

株主資本合計 79,927 86,651

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97 56

繰延ヘッジ損益 △1,177 △1,143

為替換算調整勘定 △3,473 △1,725

退職給付に係る調整累計額 － △10,024

その他の包括利益累計額合計 △4,553 △12,836

少数株主持分 2,211 2,106

純資産合計 77,585 75,921

負債純資産合計 258,577 261,682
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 91,415 88,266

売上原価 81,107 74,679

売上総利益 10,308 13,587

販売費及び一般管理費 10,480 10,347

営業利益又は営業損失（△） △172 3,240

営業外収益   

受取利息 26 32

受取配当金 47 25

為替差益 － 551

持分法による投資利益 365 －

その他 615 291

営業外収益合計 1,053 899

営業外費用   

支払利息 183 178

為替差損 363 －

持分法による投資損失 － 406

その他 263 533

営業外費用合計 809 1,117

経常利益 72 3,022

特別利益   

補助金収入 500 －

固定資産売却益 － 834

土地使用権譲渡収入 － 2,211

その他 100 447

特別利益合計 600 3,492

特別損失   

投資有価証券評価損 298 －

固定資産除却損 － 252

減損損失 3 166

事業構造改善費用 114 673

その他 － 87

特別損失合計 415 1,178

税金等調整前四半期純利益 257 5,336

法人税等 289 957

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32 4,379

少数株主利益 63 54

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95 4,325
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32 4,379

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95 △30

繰延ヘッジ損益 △35 －

為替換算調整勘定 △1,217 1,307

退職給付に係る調整額 － 824

持分法適用会社に対する持分相当額 537 470

その他の包括利益合計 △810 2,571

四半期包括利益 △842 6,950

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △799 6,890

少数株主に係る四半期包括利益 △43 60
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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