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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（１）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 ％

24年 2月期第2四半期 2,125 31.6 15 － 22 － △32 － 
23年 2月期第2四半期 1,615 2.5 △132 － △103 － △226 － 

 

 
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

24年 2月期第2四半期 △6.92 － 
23年 2月期第2四半期 △48.70 － 

 
（２）財政状態 

 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

24年 2月期第2四半期 6,111 4,696 76.9 1,007.89
23年 2月期 6,139 4,731 77.1 1,015.44

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期      4,696百万円 23年2月期     4,731百万円 

 
２．配当の状況 

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   
23年 2月期 － 0.00 － 7.00 7.00   
24年 2月期 － 0.00    

24年 2月期(予想)   － 7.00 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 4,525 20.9 63 － 74 － 17 － 3.65

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期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。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

表示方法等の変更の有無となります。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期2Ｑ 4,691,555株 23年2月期 4,691,555株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 31,642株 23年2月期 31,577株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 4,659,969株 23年2月期2Ｑ 4,660,132株

 
※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、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仮定及び業績予想のご利用に当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）２ページ「当四半期の業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国需要の拡大等により一部で景気回復が見られたものの、

原発事故による電力不足や放射能汚染問題、米国や欧州の信用力低下に伴う円高の進行により先行き不透明な状

況で推移いたしました。 

 当社におきましては、震災の復興需要及び前年同期と比して銅価が高値で推移したこと等により売上高、利益

共に前年同期を上回り、営業利益、経常利益については黒字を確保することができましたが、投資有価証券評価

損の計上により 終利益については黒字化には至りませんでした。 

 当第２四半期累計期間の売上高は2,125,918千円（前年同期比31.6％増）、営業利益15,007千円（前年同期は

営業損失132,417千円）、経常利益22,467千円（前年同期は経常損失103,391千円）、四半期純損失32,244千円

（前年同期は四半期純損失226,958千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の総資産残高は6,111,375千円となり、前事業年度末残高6,139,595千円に対し、

28,220千円減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金34,606千円及び原材料及び貯蔵品35,052千円等の

増加要因に対し、受取手形及び売掛金50,013千円及び有形固定資産40,639千円等の減少要因が相殺されたことに

よるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の負債残高は1,414,716千円となり、前事業年度末残高1,407,665千円に対し、7,050

千円増加いたしました。この主な要因は、未払金7,342千円及び退職給付引当金7,087千円等の増加要因に対し、

支払手形及び買掛金10,234千円等の減少要因が相殺されたことによるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産残高は4,696,659千円となり、前事業年度末残高4,731,930千円に対し、

35,270千円減少いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金29,608千円の増加要因に対し、剰余

金の配当額32,619千円及び四半期純損失32,244千円の減少要因が相殺されたことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期の業績予想につきましては、平成23年10月11日付で第２四半期累計期間、通期ともに修正して

おります。詳細につきましては平成23年10月11日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ① 棚卸資産の評価方法  

 当第２四半期会計期間末における棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

  ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等かつ、一時差異等の発生状況に著し

い変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用

する方法によっております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 286,612 252,005

受取手形及び売掛金 1,253,661 1,303,675

有価証券 92,409 92,379

商品及び製品 187,116 177,010

仕掛品 81,901 71,358

原材料及び貯蔵品 145,123 110,070

その他 14,616 10,761

貸倒引当金 △4,037 △4,199

流動資産合計 2,057,404 2,013,062

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,112,402 1,140,308

構築物（純額） 52,034 56,720

機械及び装置（純額） 216,850 228,279

車両運搬具（純額） 4,663 5,738

工具、器具及び備品（純額） 22,264 23,775

土地 2,421,030 2,421,030

建設仮勘定 5,966 －

有形固定資産合計 3,835,212 3,875,851

無形固定資産 18,427 26,926

投資その他の資産   

その他 200,339 223,757

貸倒引当金 △8 △2

投資その他の資産合計 200,331 223,754

固定資産合計 4,053,971 4,126,533

資産合計 6,111,375 6,139,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 711,379 721,614

短期借入金 300,000 300,000

未払金 58,168 50,825

未払法人税等 5,050 7,371

賞与引当金 11,113 8,776

その他 30,806 26,932

流動負債合計 1,116,518 1,115,519

固定負債   

退職給付引当金 107,419 100,331

役員退職慰労引当金 189,116 189,116

その他 1,661 2,697

固定負債合計 298,197 292,146

負債合計 1,414,716 1,407,665
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 647,785 647,785

資本剰余金 637,785 637,785

利益剰余金 3,413,898 3,478,762

自己株式 △15,143 △15,128

株主資本合計 4,684,325 4,749,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,334 △17,274

評価・換算差額等合計 12,334 △17,274

純資産合計 4,696,659 4,731,930

負債純資産合計 6,111,375 6,139,595
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,615,660 2,125,918

売上原価 1,419,927 1,749,771

売上総利益 195,732 376,147

販売費及び一般管理費 328,149 361,139

営業利益又は営業損失（△） △132,417 15,007

営業外収益   

受取賃貸料 － 2,228

保険解約返戻金 3,754 －

助成金収入 16,394 3,354

違約金収入 5,480 －

その他 5,163 5,599

営業外収益合計 30,792 11,182

営業外費用   

支払利息 1,765 1,584

賃貸収入原価 － 1,927

その他 0 211

営業外費用合計 1,766 3,723

経常利益又は経常損失（△） △103,391 22,467

特別利益   

固定資産売却益 2,281 －

特別利益合計 2,281 －

特別損失   

投資有価証券評価損 66,424 52,144

特別損失合計 66,424 52,144

税引前四半期純損失（△） △167,534 △29,677

法人税、住民税及び事業税 2,567 2,567

法人税等調整額 56,857 －

法人税等合計 59,424 2,567

四半期純損失（△） △226,958 △32,244
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △167,534 △29,677

減価償却費 87,058 76,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,449 △156

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,040 2,337

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,483 7,087

受取利息及び受取配当金 △1,810 △1,999

支払利息 1,765 1,584

為替差損益（△は益） － 210

有形固定資産売却損益（△は益） △2,281 －

投資有価証券評価損益（△は益） 66,424 52,144

売上債権の増減額（△は増加） 452,046 50,013

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,371 △55,701

仕入債務の増減額（△は減少） △312,506 △10,234

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,679 800

その他の流動資産の増減額（△は増加） 637 △4,085

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,424 5,698

その他 16,825 △344

小計 116,918 93,823

利息及び配当金の受取額 1,810 1,999

利息の支払額 △1,725 △1,564

法人税等の支払額 △3,765 △3,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,237 90,556

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,646 △22,180

有形固定資産の売却による収入 2,281 －

保険積立金の積立による支出 △249 △249

保険積立金の解約による収入 1,806 1,666

貸付けによる支出 △50 △2,200

貸付金の回収による収入 660 480

その他 － 1,529

投資活動によるキャッシュ・フロー △198 △20,953

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △12 △14

配当金の支払額 △69,279 △32,971

その他 △1,768 △1,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,060 △34,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,978 34,636

現金及び現金同等物の期首残高 336,291 344,385

現金及び現金同等物の四半期末残高 378,270 379,022

日本電線工業㈱　(5817)　平成24年2月期　第2四半期決算短信(非連結)



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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