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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や政権交代後の経済政策効果の期待による円安、株価

の上昇等、回復基調が見られたものの、長引く欧州債務危機による海外経済の低迷等により、景気の先行きは不透明

な状況で推移いたしました。 

 当社におきましては、受注状況も徐々に回復し、販売量も増加いたしましたが、銅価が前事業年度と比して安値で

推移したことによる販売価格の低下により、売上高は前年同期を僅かながらに下回る結果となりました。 

 利益につきましては、生産拠点の集約等の経費が増加したものの、集約による効果も徐々に現れ、営業利益、経常

利益共に前事業年度を上回る結果となりました。  

 当期純利益については、当事業年度の業績と今後の業績見通しを鑑みた結果、将来課税所得の発生が見込まれるこ

とから、繰延税金資産の回収可能性見直しを行い、繰延税金資産を84,658千円計上することとなりました。これによ

り法人税等調整額（益）を84,658千円計上したため、前事業年度を大幅に上回る結果となりました。 

 当事業年度の売上高は4,574,393千円（前事業年度比0.6％減）、営業利益146,618千円（前事業年度比1.1％増）、

経常利益159,036千円（前事業年度比3.1％増）、当期純利益243,385千円（前事業年度は当期純損失371,261千円）と

なりました。   
  
 （次期の見通し） 

 次期の見通しといたしましては、新政権の経済政策による日本経済の回復が期待されるものの、欧州債務危機問題

等、依然として、不透明感も残っており、予断を許さない状況が続くと予想されます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、創業50周年を迎えるにあたり、さらなる業績の向上、財務基盤の強

化を目指し、高付加価値製品の開発、既存製品の販路拡大、コストの削減を推進し、お客様満足度の向上に努めてま

いる所存であります。 

 平成25年２月期の通期の見通しは、売上高4,800,000千円、営業利益155,000千円、経常利益185,000千円、当期純

利益110,000千円を見込んでおります。  
  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当事業年度末の総資産残高は6,112,428千円となり、前事業年度末残高6,013,122千円に対し、99,305千円増加い

たしました。この主な要因は、売掛金106,985千円、商品及び製品46,293千円、繰延税金資産（流動資産）53,279

千円及び繰延税金資産（固定資産）26,739千円等の増加要因に対し、現金及び預金117,055千円、原材料及び貯蔵

品14,440千円及び有形固定資産14,346千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。 

  当事業年度の負債残高は、1,524,954千円となり、前事業年度末残高1,656,480千円に対し、131,526千円減少い

たしました。この主な要因は、支払手形82,427千円等の増加要因に対し、買掛金40,459千円、事業構造改善引当金

112,614千円及び役員退職慰労引当金39,900千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。 

  当事業年度の純資産残高は、4,587,474千円となり、前事業年度末残高4,356,641千円に対し、230,832千円増加

いたしました。この主な要因は、当期純利益243,385千円千円等によるものであります。 
   
 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、298,222千円となり、前事業年度と比

して、117,005千円の減少となりました。 
  
    当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、得られた資金は18,525千円（前事業年度は155,864千円の収入）となりました。これは主に税

引前当期純利益163,504千円及び減価償却費138,017千円等の増加要因に対し、事業構造改善引当金の減少額

112,614千円、役員退職慰労引当金の減少額39,900千円、売上債権の増加額86,011千円及びたな卸資産の増加額

27,383千円等の減少要因が相殺されたものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、支出した資金は100,228千円（前事業年度は48,816千円の支出）となりました。これは主に保

険積立金の解約による収入25,999千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出117,560千円及び関係

会社出資金の払込による支出21,252千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。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、支出した資金は35,301千円（前事業年度は36,161千円の支出）となりました。これは主に配

当金の支払額32,902千円等によるものであります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実に努めるとともに、安

定配当を継続することを基本方針としております。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、当期の期末配当につきましては、１

株当たり７円としておりましたが、当期の業績を勘案し、１株当たり１円増配し、１株当たり８円を予定しておりま

す。次期の配当につきましては、１株当たり８円とさせていただく予定であります。 

 内部留保資金につきましては、今後予測される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

さらなる生産性の向上を目指した製造設備の充実、市場ニーズに応える技術・製品開発体制の強化を図るために有効

投資してまいりたいと考えております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

① 経済動向による影響について 

 当社における営業収入は、日本国内における需要に大きく影響を受けます。特にメタル電線においては、建設電

販、情報通信、電気機械、その他内需の変動が当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

② 材料価格の高騰 

 当社の主要製品に材料として使用される銅、石油製品でありますビニル、ポリエチレン等は、国際市況に大きく

影響され、当社の業績は大きく影響を受けます。 

  ③ 競合について 

 当社は、事業を展開する市場において、材料価格の高騰に備え、価格競争力強化に鋭意努力していく所存であり

ますが、販売価格面において競争優位に展開できる保証はなく、厳しい価格競争に晒され、当社の業績及び財務状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 保有有価証券について 

 貸借対照表に計上されている投資有価証券については、すべて当社保有の有価証券であります。 

 時価のある有価証券については、今後の経済環境によって時価が変動することにより、当社の業績及び財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 大規模災害による影響について  

 当社は兵庫工場の１工場体制となっていることから、兵庫工場において地震等の災害が発生し、操業が停止した

場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。  

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

  該当事項はありません。  
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 当社は、防災用電線、通信用ケーブル、計装・制御用ケーブル、その他の弱電用電線の製造及び販売を主たる業務と

しております。 

 当社は、経営組織を中心とし、製造工程に沿って業務を運営しております。 

 経営組織図ならびに製造工程図は、次のとおりであります。 

(1）経営組織図 

 
  

２．企業集団の状況
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(2）製造工程図 

 当社の製造工程は次のとおりであります。 
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（1）会社の経営の基本方針 

 『良い製品を、廉価に、早く、社会に供給し、顧客の信頼を得る』という経営・品質方針を掲げ、ニッチな分野

で、多品種少量生産を効率化し、短納期で顧客ニーズに応えていくことにより、より多くの顧客にご満足をいただ

き、社会に貢献することを経営の基本方針としております。 

（2）目標とする経営指標 

 当社は、売上高経常利益率を常に重視しております。また、株主の観点からは、企業価値の向上を目標とし、ＲＯ

Ｅ（株主資本利益率）を重視しております。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社は既存製品の販路と用途の拡大を図るとともに、直需開拓、高付加価値製品の開発及び人材育成による開発力

の強化に注力し、また、業務効率の向上、経費削減を推進し、利益を確保することを当面の課題とし、全社員一丸と

なり実践してまいります。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 322,790 205,734

受取手形 184,920 163,946

売掛金 1,319,496 1,426,481

有価証券 92,437 92,487

商品及び製品 153,947 200,240

仕掛品 84,019 79,550

原材料及び貯蔵品 138,880 124,440

前渡金 7,469 2,708

前払費用 2,921 3,620

繰延税金資産 － 53,279

未収入金 10,868 9,693

その他 14,132 307

貸倒引当金 △4,848 △5,120

流動資産合計 2,327,035 2,357,370

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,820,555 1,537,970

減価償却累計額 △1,023,869 △743,229

建物（純額） 796,686 794,741

構築物 191,566 147,464

減価償却累計額 △150,318 △109,274

構築物（純額） 41,248 38,189

機械及び装置 2,153,739 1,511,710

減価償却累計額 △1,981,187 △1,347,384

機械及び装置（純額） 172,552 164,325

車両運搬具 39,737 23,125

減価償却累計額 △36,213 △19,166

車両運搬具（純額） 3,523 3,959

工具、器具及び備品 225,723 168,045

減価償却累計額 △207,429 △146,241

工具、器具及び備品（純額） 18,294 21,804

土地 2,421,030 2,421,030

建設仮勘定 5,061 －

有形固定資産合計 3,458,396 3,444,050

無形固定資産   

ソフトウエア 10,199 17,160

無形固定資産合計 10,199 17,160
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 115,386 136,745

従業員に対する長期貸付金 1,840 4,350

関係会社出資金 － 21,252

破産更生債権等 － 419

長期前払費用 1,571 5,598

繰延税金資産 － 26,739

生命保険積立金 93,697 79,805

その他 5,002 19,370

貸倒引当金 △5 △433

投資その他の資産合計 217,492 293,847

固定資産合計 3,686,087 3,755,058

資産合計 6,013,122 6,112,428

負債の部   

流動負債   

支払手形 495,446 577,874

買掛金 258,098 217,639

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 2,072 1,227

未払金 77,292 67,140

未払費用 3,327 12,195

未払法人税等 7,939 7,253

未払消費税等 23,808 9,999

預り金 19,599 20,923

賞与引当金 18,142 17,908

役員賞与引当金 13,500 9,000

事業構造改善引当金 136,044 23,430

設備関係支払手形 4,063 2,730

流動負債合計 1,359,336 1,267,323

固定負債   

リース債務 625 2,110

繰延税金負債 3,371 －

退職給付引当金 104,030 91,124

役員退職慰労引当金 189,116 149,216

長期預り保証金 － 15,180

固定負債合計 297,144 257,631

負債合計 1,656,480 1,524,954
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当事業年度 
(平成25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   

資本準備金 637,785 637,785

資本剰余金合計 637,785 637,785

利益剰余金   

利益準備金 92,150 92,150

その他利益剰余金   

別途積立金 3,310,000 2,910,000

繰越利益剰余金 △327,268 283,497

利益剰余金合計 3,074,881 3,285,647

自己株式 △15,143 △15,168

株主資本合計 4,345,308 4,556,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,333 31,424

評価・換算差額等合計 11,333 31,424

純資産合計 4,356,641 4,587,474

負債純資産合計 6,013,122 6,112,428
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 4,601,038 4,574,393

売上原価   

製品期首たな卸高 177,010 153,947

当期製品製造原価 3,646,840 3,674,451

合計 3,823,850 3,828,398

製品期末たな卸高 153,947 200,240

製品売上原価 3,669,903 3,628,157

売上総利益 931,135 946,235

販売費及び一般管理費   

運賃 137,220 144,215

荷造費 88,241 89,407

車両費 5,557 5,410

広告宣伝費 5,794 4,689

貸倒引当金繰入額 652 698

役員報酬 83,112 92,823

給料及び手当 191,704 184,922

賞与及び手当 38,850 32,936

賞与引当金繰入額 6,633 6,663

役員賞与引当金繰入額 13,500 9,000

退職給付費用 19,875 21,995

福利厚生費 42,094 45,807

旅費及び交通費 24,895 25,634

通信費 12,333 15,628

交際費 5,633 8,327

租税公課 6,211 7,783

事務用品費 6,572 10,179

修繕費 934 1,350

保険料 7,525 2,163

賃借料 12,808 24,786

水道光熱費 2,641 1,969

減価償却費 10,867 8,469

雑費 62,491 54,755

販売費及び一般管理費合計 786,151 799,617

営業利益 144,983 146,618
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成25年２月28日) 

営業外収益   

受取利息 42 88

有価証券利息 71 63

受取配当金 2,785 2,801

受取賃貸料 4,537 4,657

保険解約返戻金 2,556 11,982

助成金収入 4,331 －

雑収入 3,483 1,902

営業外収益合計 17,808 21,495

営業外費用   

支払利息 3,141 3,096

固定資産除却損 － 2,021

賃貸収入原価 3,854 3,959

事務所移転費用 1,475 －

雑損失 44 －

営業外費用合計 8,515 9,077

経常利益 154,276 159,036

特別利益   

固定資産売却益 － 10,062

特別利益合計 － 10,062

特別損失   

固定資産売却損 － 197

投資有価証券評価損 47,887 －

事業構造改善費用 472,516 5,396

特別損失合計 520,404 5,593

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △366,127 163,504

法人税、住民税及び事業税 5,134 4,777

法人税等調整額 － △84,658

法人税等合計 5,134 △79,880

当期純利益又は当期純損失（△） △371,261 243,385
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（脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．材料費    2,627,025 71.8  2,616,759  71.3

Ⅱ．労務費 ※１  498,663 13.6  502,278  13.7

Ⅲ．経費    533,812 14.6  550,943  15.0

（うち外注加工費）    (184,301)       (223,488)      

（うち減価償却費）    (140,823)       (127,130)      

当期総製造費用    3,659,501 100.0  3,669,982  100.0

仕掛品期首たな卸高    71,358       84,019      

合計    3,730,860       3,754,001      

仕掛品期末たな卸高    84,019       79,550      

当期製品製造原価    3,646,840       3,674,451      

                          

前事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

※１ うち退職給付費用 千円46,326

賞与引当金繰入額 千円11,509

※１ うち退職給付費用 千円35,626

賞与引当金繰入額 千円11,244

 ２ 原価計算方法 

実際原価に基づく加工費等級別総合原価計算を採用

しております。 

 ２ 原価計算方法 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 647,785 647,785

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 647,785 647,785

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 637,785 637,785

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 637,785 637,785

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 92,150 92,150

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 92,150 92,150

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 3,510,000 3,310,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △200,000 △400,000

当期変動額合計 △200,000 △400,000

当期末残高 3,310,000 2,910,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 △123,387 △327,268

当期変動額   

別途積立金の取崩 200,000 400,000

剰余金の配当 △32,619 △32,619

当期純利益又は当期純損失（△） △371,261 243,385

当期変動額合計 △203,881 610,766

当期末残高 △327,268 283,497

利益剰余金合計   

当期首残高 3,478,762 3,074,881

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △32,619 △32,619

当期純利益又は当期純損失（△） △371,261 243,385

当期変動額合計 △403,881 210,766

当期末残高 3,074,881 3,285,647
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

自己株式   

当期首残高 △15,128 △15,143

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △25

当期変動額合計 △14 △25

当期末残高 △15,143 △15,168

株主資本合計   

当期首残高 4,749,204 4,345,308

当期変動額   

剰余金の配当 △32,619 △32,619

当期純利益又は当期純損失（△） △371,261 243,385

自己株式の取得 △14 △25

当期変動額合計 △403,896 210,741

当期末残高 4,345,308 4,556,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △17,274 11,333

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,608 20,090

当期変動額合計 28,608 20,090

当期末残高 11,333 31,424

純資産合計   

当期首残高 4,731,930 4,356,641

当期変動額   

剰余金の配当 △32,619 △32,619

当期純利益又は当期純損失（△） △371,261 243,385

自己株式の取得 △14 △25

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,608 20,090

当期変動額合計 △375,288 230,832

当期末残高 4,356,641 4,587,474
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成25年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △366,127 163,504

減価償却費 154,068 138,017

投資有価証券評価損益（△は益） 47,887 －

減損損失 327,395 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 652 698

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,366 △233

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,500 △4,500

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 136,044 △112,614

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,699 △12,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △39,900

受取利息及び受取配当金 △2,899 △2,953

支払利息 3,141 3,096

為替差損益（△は益） 43 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △9,864

売上債権の増減額（△は増加） △200,740 △86,011

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,408 △27,383

仕入債務の増減額（△は減少） 31,930 41,968

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,012 △13,808

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,648 5,770

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,201 △380

その他 △3,885 △18,704

小計 161,233 23,794

利息及び配当金の受取額 2,899 2,953

利息の支払額 △3,124 △3,088

法人税等の支払額 △5,145 △5,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,864 18,525

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 △42,773 △117,560

無形固定資産の取得による支出 △280 △15,099

有形固定資産の売却による収入 － 11,925

保険積立金の積立による支出 △11,265 △124

保険積立金の解約による収入 3,423 25,999

貸付けによる支出 △2,200 △5,050

貸付金の回収による収入 1,140 2,540

関係会社出資金の払込による支出 － △21,252

長期預り保証金の受入による収入 － 15,180

その他 3,138 3,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,816 △100,228

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 △14 △25

配当金の支払額 △33,138 △32,902

その他 △3,008 △2,374

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,161 △35,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,842 △117,005

現金及び現金同等物の期首残高 344,385 415,227

現金及び現金同等物の期末残高 415,227 298,222

- 15 -

日本電線工業㈱　(5817)　平成25年2月期　決算短信（非連結）



   該当事項はありません。  

   

 近の有価証券報告書（平成24年５月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しておりま

す。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

   該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日）及び当事業年度（自平成24年３月１日 至平成25年２月

28日） 

  当社は、電線の製造及び販売をする事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。   

  

 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、リース取引、金融商品、有価証

券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）重要な会計方針

(7）追加情報

(8）財務諸表に関する注記事項

（持分法損益等）

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭934 92

１株当たり当期純損失金額(△) 円 銭△79 67

１株当たり純資産額 円 銭984 48

１株当たり当期純利益金額 円 銭52 23

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  
前事業年度 

(自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
           

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △371,261  243,385

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)（千円） 
 △371,261  243,385

期中平均株式数（株）  4,659,943  4,659,853

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

 ②受注状況 

  当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 ③販売実績 

  

５．その他

  
区        分 

前事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 防 災 用 電 線  961,363  21.0  870,262  18.8

 通 信 用 ケ ー ブ ル  807,169  17.6  763,078  16.5

 計 装 ・ 制 御 用 ケ ー ブ ル  2,523,316  55.2  2,525,419  54.5

 そ  の  他  285,151  6.2  471,715  10.2

   合      計  4,577,000  100.0  4,630,474  100.0

  
区        分 

前事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

当事業年度 
（自 平成24年３月１日 
至 平成25年２月28日） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 防 災 用 電 線  971,629  21.1  863,543  18.9

 通 信 用 ケ ー ブ ル  810,582  17.6  758,102  16.6

 計 装 ・ 制 御 用 ケ ー ブ ル  2,530,507  55.0  2,508,005  54.8

 そ  の  他  288,318  6.3  444,742  9.7

   合      計  4,601,038  100.0  4,574,393  100.0
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