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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 16,452 △37.1 353 △74.1 395 △72.3 374 △57.6

21年3月期第2四半期 26,175 ― 1,365 ― 1,429 ― 883 ―

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

22年3月期第2四半期 5.74 ―

21年3月期第2四半期 13.02 ―

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

22年3月期第2四半期 31,695 26,120 82.4 400.63
21年3月期 32,810 26,209 79.9 401.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  26,120百万円 21年3月期  26,209百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 35,500 △20.2 750 91.6 800 65.7 550 42.0 8.44

- 1 -- 1 -



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおり
ます。実際の業績等は様々な要因により予想と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 70,156,394株 21年3月期  70,156,394株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,957,688株 21年3月期  4,954,951株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 65,199,479株 21年3月期第2四半期 67,858,630株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマンショック以降世界的景気後退の局面の中にあっ

て、輸出の大幅な減少、雇用情勢の悪化、設備投資の低迷等極めて厳しい状況で推移いたしました。  

 この間における我が国の銅電線需要量は、電機、自動車、建設向け等ほとんどの部門における需要が低

迷し、前年同四半期実績に比べ大きく減少いたしました。また、光ファイバケーブルの需要量も同様に前

年同四半期実績に比べ大幅に減少しております。  

 当第２四半期累計期間において当社グループは、このような厳しい環境下にあって引き続き効率的な生

産・販売活動を推進し、事業運営全般にわたる競争力の強化に取り組むなど、鋭意業績の維持向上に努め

てまいりました。  

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は、全般にわたる需要低迷の影響を受け、前年同四半期実績

比３７．１％減の１６４億５千２百万円、営業利益は、前年同四半期実績比７４．１％減の３億５千３百

万円 となりました。 

  

 以下、事業の種類別セグメントごとの業績の概況は次のとおりであります。なお、各セグメント売上高

の金額にはセグメント間取引を含んでおります。 

  

［電線・ケーブル事業］  

 光ファイバケーブルは、国内設備投資の抑制によりＦＴＴＨ化の進展が遅れ、売上高が減少いたしまし

た。銅電線についても、原材料の銅価格は比較的堅調に推移したものの、販売量が大幅に減少したため、

売上高は大きく減少いたしました。  

 その結果、電線・ケーブル事業の売上高は、前年同四半期実績比４２．０％減の１２６億６千万円とな

りました。 また、営業損益は、営業損失１億６千４百万円（前年同四半期営業利益３億２千６百万円）

となりました。  

  

［電子材料・光部品他事業］  

 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社の機能性フィルム等をはじめとする電子材料について

は、電子業界の世界的な需要減少により、全体として低調のうちに推移し、電子材料・光部品他事業の売

上高は、前年同四半期実績比１３．４％減の３８億１千７百万円となりました。また、営業利益は前年同

四半期実績比５０．９％減の５億円となりました。 
  

  

当第２四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、短期貸付金や棚卸資産の増加に対し、販売

量減少による受取手形及び売掛金の減少および退職給付信託への拠出による投資有価証券の減少により、

総資産は１１億１千４百万円減少し、３１６億９千５百万円となりました。負債は、設備未払金を主とす

る未払金や支払手形及び買掛金の減少や長期借入金の返済により１０億２千４百万円減少し、５５億７千

５百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により８千９百万円減少し、２６

１億２千万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前四半期純利益や減価償却費および売上債

権の回収等により１６億２千８百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主と

して有形固定資産の取得による支出および短期貸付金の増加により１２億５千６百万円の支出となりまし

た。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払いおよび長期借入金の返済等により４億２千８百

万円の支出となりました。  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月22日に公表しました業績予想値から変更して

おりません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

1.棚卸資産の評価方法 

   一部の棚卸資産については、実地棚卸を省略しております。 

2.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 

  限定しております。 
  

   当第１四半期連結会計期間より、材料の評価方法については、従来の総平均法から月別総平 

  均法に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【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）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 424 480 
受取手形及び売掛金 10,821 12,159 
有価証券 30 30 
製品 1,493 1,328 
仕掛品 1,894 1,427 
原材料及び貯蔵品 517 509 
繰延税金資産 225 225 
短期貸付金 6,261 5,961 
その他 322 511 
貸倒引当金 △14 △18 

流動資産合計 21,977 22,616 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,637 2,839 
機械装置及び運搬具（純額） 2,421 2,878 
工具、器具及び備品（純額） 394 408 
土地 1,875 1,875 
建設仮勘定 107 217 
有形固定資産合計 7,437 8,221 

無形固定資産   
ソフトウエア 154 173 
ソフトウエア仮勘定 6 48 
施設利用権 5 5 
その他 0 2 
無形固定資産合計 166 229 

投資その他の資産   
投資有価証券 775 1,158 
長期貸付金 27 1 
長期前払費用 18 22 
前払年金費用 967 250 
繰延税金資産 260 218 
その他 106 106 
貸倒引当金 △42 △13 

投資その他の資産合計 2,113 1,743 

固定資産合計 9,718 10,193 

資産合計 31,695 32,810 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,244 2,504 
1年内返済予定の長期借入金 334 334 
未払金 150 796 
未払費用 746 775 
未払法人税等 205 160 
その他 104 154 
流動負債合計 3,784 4,726 

固定負債   
長期借入金 1,332 1,499 
退職給付引当金 106 131 
役員退職慰労引当金 48 79 
総合設立厚生年金基金引当金 249 139 
製品保証引当金 19 21 
その他 34 2 
固定負債合計 1,791 1,873 

負債合計 5,575 6,600 
純資産の部   
株主資本   
資本金 6,676 6,676 
資本剰余金 4,536 4,536 
利益剰余金 16,020 15,906 
自己株式 △1,269 △1,268 

株主資本合計 25,964 25,851 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 156 358 
評価・換算差額等合計 156 358 

純資産合計 26,120 26,209 

負債純資産合計 31,695 32,810 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 26,175 16,452 
売上原価 22,504 13,704 
売上総利益 3,671 2,747 

販売費及び一般管理費 2,306 2,393 
営業利益 1,365 353 
営業外収益   
受取利息 3 12 
受取配当金 33 16 
負ののれん償却額 20 － 
その他 43 57 
営業外収益合計 99 87 

営業外費用   
支払利息 20 15 
その他 15 29 
営業外費用合計 35 45 

経常利益 1,429 395 

特別利益   
投資有価証券売却益 6 － 
貸倒引当金戻入額 31 4 
退職給付信託設定益 － 655 
補助金収入 － 147 
特別利益合計 37 807 

特別損失   
貸倒引当金繰入額 － 2 
ゴルフ会員権評価損 0 0 
減損損失 － 543 
固定資産除却損 13 11 
特別損失合計 13 558 

税金等調整前四半期純利益 1,453 644 
法人税、住民税及び事業税 570 174 
法人税等調整額 △0 96 
法人税等合計 569 270 

四半期純利益 883 374 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,453 644 
減価償却費 687 794 
減損損失 － 543 
負ののれん償却額 △20 － 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △136 △24 
前払年金費用の増減額（△は増加） 32 △22 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △30 
総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減
少） 120 109 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 24 
受取利息及び受取配当金 △36 △29 
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △7 3 
ゴルフ会員権評価損 0 0 
退職給付信託設定損益（△は益） － △655 
補助金収入 － △147 
支払利息 20 15 
固定資産売却損益（△は益） － △0 
固定資産除却損 19 12 
売上債権の増減額（△は増加） 93 1,337 
たな卸資産の増減額（△は増加） △29 △640 
その他の資産の増減額（△は増加） △131 207 
仕入債務の増減額（△は減少） 67 △239 
未払金の増減額（△は減少） △95 △141 
未払費用の増減額（△は減少） 2 △43 
未払消費税等の増減額（△は減少） 19 △103 
その他の負債の増減額（△は減少） △45 △14 
その他 － △2 

小計 1,990 1,599 
利息及び配当金の受取額 36 29 
利息の支払額 △20 △15 
法人税等の支払額 △451 △132 
補助金の受取額 － 147 
損害賠償金の支払額 △143 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,410 1,628 
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有価証券の取得による支出 △1 △0 
有価証券の売却による収入 13 － 
有形固定資産の取得による支出 △769 △914 
有形固定資産の売却による収入 5 1 
無形固定資産の取得による支出 △16 △14 
短期貸付金の増減額（△は増加） 149 △299 
長期貸付けによる支出 － △26 
投資その他の資産の増減額（△は増加） 12 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △606 △1,256 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
長期借入金の返済による支出 － △167 
配当金の支払額 △478 △260 
自己株式の処分による収入 0 － 
自己株式の取得による支出 △462 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △940 △428 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137 △56 

現金及び現金同等物の期首残高 836 510 
現金及び現金同等物の四半期末残高 699 454 
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該当事項なし 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
（注） 

１．事業区分の方法   

   事業は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮し、  

  電線・ケーブル、電子材料・光部品他に区分しております。  

 ２．事業区分に属する主要な製品等  

   電線・ケーブル…………裸線、ケーブル(電力用、光・通信用)、被覆線、工事・付属品  

   電子材料・光部品他……電子材料、機器システム製品、光部品類、環境分析他  

 ３．会計処理の変更  

   当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 

    ９号 平成18年７月５日）を適用し、評価基準については、取得原価を基準とする低価法 

  から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変  

  更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は、「電線・ケーブル事業」で３億  

  １千３百万円増加しております。  

 ４．追加情報  

   当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直  

  した結果、主要な機械装置の耐用年数を８～10年より７～８年に変更しました。この変更  

  に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益は、「電線・ケーブル事業」では９千  

  ３百万円、「電子材料・光部品他事業」では６百万円、それぞれ減少しております。  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

電線・ 
ケーブル 
(百万円)

 電子材料・
光部品他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 21,817 4,358 26,175 ― 26,175

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 11 49 60 (60) ―

計 21,828 4,407 26,236 (60) 26,175

営業利益 326 1,019 1,346 18 1,365

ﾀﾂﾀ電線㈱(5809)平成22年3月期第2四半期決算短信

- 10 -



当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
（注） 

１．事業区分の方法   

   事業は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮し、 

  電線・ケーブル、電子材料・光部品他に区分しております。  

 ２．事業区分に属する主要な製品等  

   電線・ケーブル…………裸線、ケーブル(電力用、光・通信用)、被覆線、工事・付属品  

   電子材料・光部品他……電子材料、機器システム製品、光部品類、環境分析他  

 ３．会計処理方法の変更 

   当第１四半期連結会計期間より、材料の評価方法については、従来の総平均法から月別  

  総平均法に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計

期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計

期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30日)において、海外売上高は、いずれも連結売上高の１

０％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項なし 
  

電線・ 
ケーブル 
(百万円)

 電子材料・
光部品他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 12,657 3,794 16,452 ― 16,452

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 2 23 26 (26) ―

計 12,660 3,817 16,478 (26) 16,452

営業利益又は 
営業損失（△） △164 500 335 18 353

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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