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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 19,204 22.0 718 394.8 692 ― 348 ―
25年3月期第2四半期 15,737 8.7 145 △70.5 △106 ― △303 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,390百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △276百万円 （―％）

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2四半期 27.83 ―
25年3月期第2四半期 △24.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 32,329 13,357 40.1
25年3月期 30,291 12,033 38.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  12,951百万円 25年3月期  11,696百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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、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 39,000 18.7 1,700 122.3 1,650 158.2 900 ― 71.79



(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、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、添付資
料P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。 
 
※当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料については、速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 
 ・平成25年11月14日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
 
※上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームペ
ージをご確認ください。 

※  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2Q 12,558,251 株 25年3月期 12,558,251 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 21,148 株 25年3月期 21,148 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,537,103 株 25年3月期2Q 12,537,156 株
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の当社グループの経営環境は、

日本国内の再生可能エネルギーの固定価格買取制度の継続で太陽光発電関連製品の需要が伸びた反面、

円安により製品輸入価格が上昇する等の影響を受けました。 

このような状況の中、当社グループは、太陽光発電関連製品の生産能力の拡大、新規市場への参入、

適地生産の拡大、材料の現地調達の推進によるコストダウン等の施策を行ってまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19,204百万円(前年同四半期連結累計期間比22.0％

増)となりました。売上増加により、営業利益718百万円(前年同四半期連結累計期間比394.8％増)、経

常利益692百万円(前年同四半期連結累計期間は経常損失106百万円)、四半期純利益348百万円(前年同四

半期連結累計期間は四半期純損失303百万円)となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、32,329百万円（前連結会計年度末比2,037百万円

増）となりました。受取手形及び売掛金の増加1,537百万円、たな卸資産の増加353百万円などによるも

のであります。 

負債合計は、18,972百万円（前連結会計年度末比714百万円増）となりました。支払手形及び買掛金

の増加111百万円、有利子負債の増加332百万円などによるものであります。 

純資産合計は、13,357百万円（前連結会計年度末比1,323百万円増）となりました。利益剰余金の増

加291百万円、為替換算調整勘定の増加884百万円などによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,562百万円となり、前連結会計年度末

に比べて、新規連結に伴う増加額を含め97百万円増加しました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間のマイナス380百万円に対し、マイナス203百万円となりました。税金等調整前四半期純利益684百万

円、減価償却費376百万円、運転資金の増加1,400百万円、法人税等の支払215百万円が主な要因であり

ます。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間のマイナス335百万円に対し、マイナス198百万円となりました。有形固定資産の取得による支出375

百万円、定期預金の払戻による収入200百万円が主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期

間の289百万円に対し、85百万円となりました。借入金の増加150百万円、配当金の支払31百万円があっ

たこと等によります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年10月25日に公表いたしました「業績予想及び配

当予想の修正に関するお知らせ」の通りであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当四半期連結累計期間において、特定子会社の異動はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、前連結会計年度において非連結子会社であった欧

南芭（上海）貿易有限公司は重要性が増したため、第１四半期連結会計期間において連結の範囲に含め

ております。また、イーストオーナンバ株式会社は平成25年５月をもって清算を結了したため、第１四

半期連結会計期間において連結の範囲より除外いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,685,731 4,583,294

受取手形及び売掛金 10,558,112 12,095,770

商品及び製品 2,037,443 2,173,636

仕掛品 850,655 985,131

原材料及び貯蔵品 2,728,767 2,811,676

前払費用 125,313 135,838

繰延税金資産 271,473 276,960

短期貸付金 4,884 5,898

その他 295,761 286,161

貸倒引当金 △12,830 △13,466

流動資産合計 21,545,313 23,340,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,313,041 4,457,254

減価償却累計額 △2,555,304 △2,652,838

建物及び構築物（純額） 1,757,736 1,804,415

機械装置及び運搬具 5,427,613 5,725,839

減価償却累計額 △4,053,141 △4,338,798

機械装置及び運搬具（純額） 1,374,471 1,387,041

土地 2,008,993 2,028,506

建設仮勘定 78,258 212,686

その他 2,060,198 2,274,358

減価償却累計額 △1,596,266 △1,828,527

その他（純額） 463,932 445,830

有形固定資産合計 5,683,392 5,878,481

無形固定資産

のれん 422,275 359,982

その他 380,228 396,271

無形固定資産合計 802,504 756,254

投資その他の資産

投資有価証券 1,290,159 1,391,771

長期貸付金 316,739 325,893

繰延税金資産 145,141 91,234

その他 625,844 684,338

貸倒引当金 △117,317 △139,281

投資その他の資産合計 2,260,567 2,353,956

固定資産合計 8,746,463 8,988,692

資産合計 30,291,777 32,329,594
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,516,543 6,627,698

短期借入金 4,507,018 4,508,146

リース債務 51,019 46,864

未払金 369,102 330,480

未払費用 357,775 452,972

未払法人税等 157,944 184,299

賞与引当金 244,752 286,075

役員賞与引当金 － 24,000

製品改修引当金 － 198,326

資産除去債務 3,732 3,732

その他 344,785 226,969

流動負債合計 12,552,673 12,889,563

固定負債

長期借入金 4,727,415 5,079,009

リース債務 83,242 66,779

繰延税金負債 179,976 211,065

退職給付引当金 362,250 385,852

資産除去債務 16,804 17,217

その他 335,480 322,930

固定負債合計 5,705,170 6,082,854

負債合計 18,257,843 18,972,418

純資産の部

株主資本

資本金 2,323,059 2,323,059

資本剰余金 2,046,895 2,046,895

利益剰余金 8,190,116 8,481,394

自己株式 △5,599 △5,599

株主資本合計 12,554,472 12,845,750

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87,722 169,038

繰延ヘッジ損益 547 △944

為替換算調整勘定 △946,383 △62,210

その他の包括利益累計額合計 △858,113 105,884

少数株主持分 337,574 405,541

純資産合計 12,033,933 13,357,175

負債純資産合計 30,291,777 32,329,594
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 15,737,590 19,204,242

売上原価 12,895,726 15,565,417

売上総利益 2,841,864 3,638,824

販売費及び一般管理費 2,696,606 2,920,144

営業利益 145,257 718,680

営業外収益

受取利息 8,803 9,575

受取配当金 9,735 9,353

設備賃貸料 5,100 5,100

持分法による投資利益 2,941 2,448

スクラップ売却益 22,625 17,494

その他 71,395 65,586

営業外収益合計 120,601 109,558

営業外費用

支払利息 73,304 54,338

為替差損 104,761 43,685

デリバティブ解約損 164,121 －

その他 30,577 38,113

営業外費用合計 372,765 136,137

経常利益又は経常損失（△） △106,906 692,100

特別利益

固定資産売却益 5,749 1,812

その他 30 31

特別利益合計 5,779 1,844

特別損失

固定資産処分損 1,420 2,249

投資有価証券評価損 55,024 －

関係会社清算損 － 6,674

ゴルフ会員権評価損 2,000 1,000

その他 100 －

特別損失合計 58,544 9,923

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（△）

△159,672 684,021

法人税、住民税及び事業税 105,014 236,573

法人税等調整額 56,241 68,951

法人税等合計 161,255 305,524

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（△）

△320,928 378,497

少数株主利益又は少数株主損失（△） △17,750 29,547

四半期純利益又は四半期純損失（△） △303,177 348,949
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９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（△）

△320,928 378,497

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,677 81,430

繰延ヘッジ損益 △1,263 △2,132

為替換算調整勘定 88,349 932,652

その他の包括利益合計 44,409 1,011,950

四半期包括利益 △276,519 1,390,448

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △269,710 1,312,947

少数株主に係る四半期包括利益 △6,809 77,501
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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２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△159,672 684,021

減価償却費 345,490 376,506

のれん償却額 50,662 50,407

投資有価証券評価損益（△は益） 55,024 －

持分法による投資損益（△は益） △2,941 △2,448

固定資産売却損益（△は益） △5,749 △1,812

固定資産処分損益（△は益） 1,420 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,488 22,423

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,872 29,277

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,881 15,501

製品改修引当金の増減額（△は減少） － 198,326

受取利息及び受取配当金 △18,538 △18,928

支払利息 73,304 54,338

売上債権の増減額（△は増加） △618,122 △1,013,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,719 22,492

仕入債務の増減額（△は減少） 192,443 △409,003

その他 △14,291 45,020

小計 △168,423 52,294

利息及び配当金の受取額 17,584 17,133

利息の支払額 △64,939 △56,897

持分法適用会社からの配当金の受取額 2,000 －

法人税等の支払額 △166,236 △215,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △380,015 △203,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △290,592 △375,867

有形固定資産の売却による収入 3,821 51,294

投資有価証券の取得による支出 △203,910 △303,337

投資有価証券の償還による収入 100,000 301,389

関係会社出資金の払込による支出 △47,070 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

199,438 －

その他 △97,392 △71,616

投資活動によるキャッシュ・フロー △335,704 △198,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 161,008 384,456

長期借入れによる収入 2,068,619 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,682,989 △1,633,964

社債の償還による支出 △217,500 －

自己株式の売却による収入 12,131 －

配当金の支払額 △62,685 △31,342

少数株主への配当金の支払額 △9,027 △10,854

その他 20,382 △23,119

財務活動によるキャッシュ・フロー 289,940 85,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,348 369,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △379,430 53,108

現金及び現金同等物の期首残高 5,030,091 4,465,368

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 44,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,650,661 4,562,931
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

（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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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)

報告セグメント

合計
日本 ヨーロッパ 北米

アジア
(日本を除く)

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,865,350 1,122,684 1,733,849 2,015,705 15,737,590 15,737,590

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,302,598 21,727 1,719 4,330,851 6,656,897 6,656,897

計 13,167,949 1,144,411 1,735,569 6,346,557 22,394,487 22,394,487

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

260,793 △9,661 43,548 △118,400 176,280 176,280

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 176,280

セグメント間取引消去 △31,022

四半期連結損益計算書の営業利益 145,257
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当社の報告セグメントは「電線及びその加工部品の製造並びに販売」の「日本」、「ヨーロッ
パ」、「北米」及び「アジア（日本を除く）」に加え、「その他」の５つに区分しておりました
が、「その他」の量的な重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期間より「日本」、「ヨ
ーロッパ」、「北米」及び「アジア（日本を除く）」の４区分に変更し、「その他」は「日本」に
含めて表示しております。 
前第２四半期連結累計期間の報告セグメントの業績は、変更後の区分に基づき組み替えて表示し

ております。 

  

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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)

報告セグメント

合計
日本 ヨーロッパ 北米

アジア
(日本を除く)

計

売上高

  外部顧客への売上高 12,821,758 1,247,377 2,108,272 3,026,833 19,204,242 19,204,242

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,011,965 156,727 49,390 4,790,963 7,009,047 7,009,047

計 14,833,724 1,404,105 2,157,663 7,817,797 26,213,289 26,213,289

セグメント利益又は 
セグメント損失（△）

471,000 △34,480 104,925 149,520 690,966 690,966

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 690,966

セグメント間取引消去 27,714

四半期連結損益計算書の営業利益 718,680

３．報告セグメントの変更等に関する事項

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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