
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東京製綱株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5981 URL http://www.tokyorope.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 蔵重 新次
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役総務部長 （氏名） 佐藤 和規 TEL 03-6366-7777
四半期報告書提出予定日 平成25年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 46,686 △18.4 △2,988 ― △3,060 ― △3,097 ―
24年3月期第3四半期 57,198 11.0 1,393 △32.6 1,137 △31.5 1 △99.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △3,426百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1百万円 （―％）

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 △21.33 ―
24年3月期第3四半期 0.01 0.01

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 102,508 36,384 32.9
24年3月期 105,487 40,173 35.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  33,677百万円 24年3月期  37,268百万円

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 ― 2.50 2.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  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

通期 64,000 △16.2 △4,000 ― △4,100 ― △4,100 ― △28.23



(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  

（注）当四半期累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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作成に係る会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示になります。 

(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終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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、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「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 162,682,420 株 24年3月期 162,682,420 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 17,470,537 株 24年3月期 17,464,495 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 145,216,438 株 24年3月期3Q 145,207,397 株
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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 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、欧州での債務危機問題や新興国の景気減速等、海外

経済の低迷や円高の長期化の影響で不透明な状況が続いておりますが、12月の政権交代後は、円高

の是正や株価の上昇等の明るい兆しも見えてまいりました。 

このような状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は、スチールコ

ード関連事業、中でも太陽光関連製品（ソーワイヤ、ワイヤソー）の売上が大きく減少したことに

より、46,686百万円（前年同期比18.4％減）となりました。 

利益面でも売上減により、営業損失は2,988百万円（前年同期は1,393百万円の利益)、経常損失

は3,060百万円（前年同期は1,137百万円の利益)、となりました。四半期純損失は特別損失に事業

構造改革費用855百万円等を計上し、3,097百万円（前年同期は1百万円の利益)となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 

(鋼索鋼線関連) 

国内向ロープ・ワイヤの販売数量は前年同期に比し減少し、輸出ロープと海外におけるエレベー

タロープは増加しております。また、繊維ロープの販売も堅調に推移しております。 

その結果、当事業の売上高は19,815百万円となりました。 

 

(スチールコード関連) 

タイヤコードは販売数量が前年同期に比し減少し、ソーワイヤも数量減、価格下落により売上高

は前年同期に比し大きく減少いたしました。また、ワイヤソーの販売台数も前年同期に比し大幅に

減少しております。 

その結果、当事業の売上高は11,772百万円となりました。 

 

(開発製品関連) 

橋梁関連の売上が前年同期を上回りましたが、道路安全施設の売上が前年同期を下回り、当事業

の売上高は7,827百万円となりました。 

 

(不動産関連) 

売上高は前年同期に比し微増の890百万円となりました。 

 

(その他) 

粉末冶金製品と産業機械（自動計量機・包装機）で売上が伸び、売上高は6,379百万円となりま

した。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に売掛金の減少により、前連結会計年度末と比べ

2,979百万円減少の102,508百万円となりました。 

負債については、主に短期借入金、仕入債務の増加により、前連結会計年度末と比べ810百万円

増加の66,124百万円となりました。 

純資産については、四半期純損失の計上、配当金の支払い等により、前連結会計年度末と比べ

3,789百万円減少の36,384百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表いたしました予想

を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「平成25年３月期通期業績予想の修正に関

するお知らせ」を参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これによる、当第３四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。 
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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：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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,857 1,937

受取手形及び売掛金 19,384 14,926

商品及び製品 5,196 5,390

仕掛品 7,443 7,659

原材料及び貯蔵品 4,154 4,405

その他 2,378 3,426

貸倒引当金 △36 △35

流動資産合計 40,378 37,710

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,669 13,900

機械装置及び運搬具（純額） 13,697 13,984

土地 21,166 21,166

建設仮勘定 1,936 1,184

その他（純額） 1,980 1,857

有形固定資産合計 52,450 52,093

無形固定資産 609 657

投資その他の資産   

投資有価証券 6,593 6,481

繰延税金資産 2,867 2,850

その他 3,025 3,422

貸倒引当金 △453 △720

投資その他の資産合計 12,032 12,033

固定資産合計 65,092 64,784

繰延資産 15 13

資産合計 105,487 102,508
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(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 12,394 13,147

短期借入金 19,826 20,732

未払費用 2,081 1,908

賞与引当金 891 409

その他 3,330 3,466

流動負債合計 38,525 39,665

固定負債   

長期借入金 11,702 11,699

再評価に係る繰延税金負債 5,788 5,788

退職給付引当金 4,763 4,338

その他 4,533 4,632

固定負債合計 26,787 26,458

負債合計 65,313 66,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,074 15,074

資本剰余金 8,575 8,574

利益剰余金 6,290 2,829

自己株式 △3,271 △3,272

株主資本合計 26,668 23,206

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 482 409

繰延ヘッジ損益 1 －

土地再評価差額金 10,851 10,851

為替換算調整勘定 △733 △789

その他の包括利益累計額合計 10,600 10,471

少数株主持分 2,905 2,706

純資産合計 40,173 36,384

負債純資産合計 105,487 102,508

5

東京製綱㈱（５９８１）　平成25年3月期　第3四半期決算短信



（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) 

売上高 57,198 46,686

売上原価 47,219 41,354

売上総利益 9,978 5,331

販売費及び一般管理費 8,585 8,320

営業利益又は営業損失（△） 1,393 △2,988

営業外収益   

受取利息 22 19

受取配当金 109 131

その他 254 287

営業外収益合計 386 438

営業外費用   

支払利息 297 366

為替差損 135 －

その他 208 143

営業外費用合計 641 510

経常利益又は経常損失（△） 1,137 △3,060

特別利益   

投資有価証券売却益 4 0

特別利益合計 4 0

特別損失   

事業構造改革費用 － 855

投資有価証券売却損 29 0

投資有価証券評価損 7 2

補償修理費用 829 －

災害による損失 76 －

その他 7 9

特別損失合計 949 866

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

193 △3,926

法人税等 31 △639

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（△）

161 △3,287

少数株主利益又は少数株主損失（△） 160 △189

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1 △3,097
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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：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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

161 △3,287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △580 △72

繰延ヘッジ損益 △0 △1

土地再評価差額金 845 －

為替換算調整勘定 △409 △58

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △6

その他の包括利益合計 △163 △138

四半期包括利益 △1 △3,426

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △139 △3,227

少数株主に係る四半期包括利益 137 △198
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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） 

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：百万円） 

報告セグメント 

 
鋼索鋼線 
関連 

スチール 
コード 
関連 

開発製品
関連 

不動産
関連 

計 

その他
(注) 

合計 調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額

売上高     

 外部顧客への売上高 20,714 21,363 7,952 878 50,909 6,289 57,198 － 57,198

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

71 － 93 － 164 948 1,113 △1,113 －

計 20,786 21,363 8,045 878 51,074 7,237 58,312 △1,113 57,198

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

780 151 △249 351 1,034 359 1,393 － 1,393

(注)  「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、産業機械事業、粉末冶金事業及

び石油事業を含んでおります。 

 

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） 

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：百万円） 

報告セグメント 

 
鋼索鋼線 
関連 

スチール 
コード 
関連 

開発製品
関連 

不動産
関連 

計 

その他
(注) 

合計 調整額 

四半期
連結損益
計算書
計上額

売上高     

 外部顧客への売上高 19,815 11,772 7,827 890 40,306 6,379 46,686 － 46,686

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

116 － 132 － 248 788 1,037 △1,037 －

計 19,931 11,772 7,959 890 40,554 7,168 47,723 △1,037 46,686

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

787 △3,915 △342 294 △3,175 186 △2,988 － △2,988

(注)  「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、産業機械事業、粉末冶金事業及

び石油事業を含んでおります。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 
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