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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 

  

(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 2,567 0.7 61 153.6 110 727.8 97 ―
25年3月期第1四半期 2,550 △11.5 24 △70.1 13 △84.4 3 △95.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 171百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △0百万円 （―％）

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 2.63 ―
25年3月期第1四半期 0.09 ―

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 12,349 8,724 70.6 234.13
25年3月期 12,366 8,553 69.2 229.52
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,724百万円 25年3月期  8,553百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 5,150 3.5 110 379.1 170 ― 150 ― 4.03
通期 10,600 10.1 250 ― 270 313.5 230 ― 6.17



(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 

(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、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、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等については、四半期決算短信（添付資料）３ページの「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 38,990,870 株 25年3月期 38,990,870 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,726,794 株 25年3月期 1,725,840 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 37,264,428 株 25年3月期1Q 37,266,319 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安を背景に景況感が改善し、輸出関連は回復基調とな

り、設備投資の下げ止まりなどの景気の持ち直しの動きがありました。 

電線業界における銅電線出荷量は、建設・電販部門が復調したものの、自動車、電気機械部門などが低迷した

ため、全体では前年同期並みで推移してまいりました。 

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。 

売上高につきましては、電線・ケーブルセグメントは増加いたしました。電極線セグメントは、ほぼ前年同期

並みとなりました。この結果、前年同期に比べ 百万円増の 百万円となりました。 

営業損益につきましては、銅および黄銅価格の上昇がありましたが、減価償却費および人件費など固定費の減

少、変動費率の低減により前年同期 百万円の利益に対し 百万円の利益となりました。経常損益は、円安によ

る為替差益もあり前年同期 百万円の利益に対し 百万円の利益となりました。四半期純損益は前年同期 百万

円の利益に対し 百万円の利益となりました。 

  

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、機器用電線、ワイヤーハーネスは、産業用機械メーカー向けなどが増加したため、前

年同期に比べ 百万円増の 百万円となりました。 

営業損益につきましては、銅価格の上昇によるコストの増加がありましたが、減価償却費および人件費など固

定費の減少、変動費率の低減により前年同期 百万円の損失に対し 百万円の利益となりました。 

  

 [電極線] 

売上高につきましては、販売数量が減少しましたが、円安、黄銅価格の上昇により販売価格が押し上げられた

こともあり、前年同期並みの 百万円となりました。 

営業損益につきましては、変動費率の低減などにより前年同期 百万円の損失に対し 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 百万円の利益に対し 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
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（２）財政状態に関する説明 

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。これは主に運用有価証券が

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 百万円増加しました。これは主に投資有価証券が

増加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 百万円減少しました。 

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。これは主に未払費用が減少

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。これは主に長期未払金が減

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 百万円増加しました。これは主に当期純利益お

よびその他有価証券評価差額金が増加したためであります。 

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 百万円の支出となりました。これは主に売上債権の増加 百万円や

未払費用などの支払いによるものです。 

投資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。これは主に有形固定資産の取得 百万円

による支出があったものの、償還までの期間が３ヶ月を超える運用有価証券の減少 百万円などによる収入が上

回ったためであります。 

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。 

当第１四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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年４月26日の決算発表時に公表しました第２四半期連結累計期間の業績予想値を修正しております。詳細

は本日公表の「営業外収益（為替差益）の計上および平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想値の修正

に関するお知らせ」をご参照下さい。 

平成26年３月期通期連結業績予想値は変更しておりません。 

   

   

（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。   
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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 2,333,173 2,251,806

受取手形及び売掛金 2,984,766 3,064,121

有価証券 700,838 601,847

商品及び製品 590,749 605,168

仕掛品 417,522 461,578

原材料及び貯蔵品 249,595 211,635

その他 315,818 346,614

貸倒引当金 △1,260 △1,265

流動資産合計 7,591,204 7,541,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,331,652 2,296,664

土地 1,403,252 1,403,252

その他（純額） 546,629 539,447

有形固定資産合計 4,281,534 4,239,365

無形固定資産 48,692 41,152

投資その他の資産   

その他 451,873 534,396

貸倒引当金 △6,455 △6,455

投資その他の資産合計 445,418 527,941

固定資産合計 4,775,645 4,808,459

資産合計 12,366,850 12,349,965

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,353,152 1,335,125

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 29,097 11,216

その他 711,496 593,960

流動負債合計 2,283,747 2,130,301

固定負債   

退職給付引当金 1,104,858 1,098,712

その他 425,154 396,239

固定負債合計 1,530,013 1,494,951

負債合計 3,813,761 3,625,253

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 1,571,466 1,669,331

自己株式 △505,690 △505,826

株主資本合計 8,472,100 8,569,830

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 87,853 153,217

為替換算調整勘定 △6,865 1,663

その他の包括利益累計額合計 80,988 154,881

純資産合計 8,553,088 8,724,711

負債純資産合計 12,366,850 12,349,965



（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：千円）

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 2,550,326 2,567,840

売上原価 2,031,052 2,007,514

売上総利益 519,273 560,326

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 265,300 275,686

退職給付費用 13,886 10,608

役員退職慰労引当金繰入額 7,954 －

貸倒引当金繰入額 2,159 4

その他 205,593 212,188

販売費及び一般管理費合計 494,894 498,487

営業利益 24,379 61,838

営業外収益   

受取利息 1,075 688

受取配当金 7,697 5,568

為替差益 － 34,697

その他 542 8,334

営業外収益合計 9,315 49,289

営業外費用   

支払利息 993 885

為替差損 19,379 －

その他 18 125

営業外費用合計 20,392 1,011

経常利益 13,303 110,116

特別利益   

固定資産売却益 1,035 －

特別利益合計 1,035 －

特別損失   

固定資産処分損 14 651

特別損失合計 14 651

税金等調整前四半期純利益 14,324 109,465

法人税、住民税及び事業税 5,155 4,865

法人税等調整額 5,697 6,734

法人税等合計 10,852 11,600

少数株主損益調整前四半期純利益 3,471 97,865

四半期純利益 3,471 97,865



（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：千円）

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 3,471 97,865

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,779 65,363

為替換算調整勘定 8,811 8,529

その他の包括利益合計 △3,967 73,892

四半期包括利益 △496 171,758

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △496 171,758



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 14,324 109,465

減価償却費 104,103 89,356

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,621 △6,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125,470 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,159 4

売上債権の増減額（△は増加） 114,444 △73,027

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,027 △16,921

仕入債務の増減額（△は減少） △107,019 △24,904

その他 84,747 △214,522

小計 31,639 △136,695

利息及び配当金の受取額 8,842 6,453

利息の支払額 △2,080 △1,986

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △18,099 △18,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,303 △150,710

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） 201,080 99,001

有形固定資産の取得による支出 △76,235 △58,944

無形固定資産の取得による支出 △368 －

その他 2,114 11,462

投資活動によるキャッシュ・フロー 126,590 51,519

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） △135 △135

配当金の支払額 △74,549 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,684 △207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △498 18,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 71,710 △81,356

現金及び現金同等物の期首残高 2,349,402 2,183,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,421,112 2,101,762



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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）  

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） 

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。   

   

（４）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）

（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 

                    

 1,822,326  625,962  102,037  2,550,326

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  1,822,326  625,962  102,037  2,550,326

セグメント利益又は損失（△）  △14,088  △14,598  53,066  24,379

  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 

                    

 1,842,562  625,327  99,950  2,567,840

セグメント間の内部売上高又は振替高  ―  ―  ―  ―

計  1,842,562  625,327  99,950  2,567,840

セグメント利益又は損失（△）  10,772  △3,013  54,079  61,838
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