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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年2月期第2四半期 1,615 2.5 △132 ― △103 ― △226 ―
22年2月期第2四半期 1,576 ― △45 ― △10 ― △110 ―

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

23年2月期第2四半期 △48.70 ―
22年2月期第2四半期 △23.68 ―

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

23年2月期第2四半期 5,852 4,687 80.1 1,005.78
22年2月期 6,498 4,961 76.3 1,064.61

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  4,687百万円 22年2月期  4,961百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,720 0.5 △132 ― △84 ― △209 ― △44.85



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 4,691,555株 22年2月期  4,691,555株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  31,451株 22年2月期  31,402株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 4,660,132株 22年2月期2Q 4,660,348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、新興国向けの輸出の回復や政府の経済対策等により、一部の業

種で業績の回復が見られたものの、設備投資、雇用環境は依然厳しく、先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

 当社におきましても、建築需要が減少し、受注が低迷する中、営業努力、コスト削減の強化を実施し、第１四

半期以降徐々に回復は見られ、売上高は前年同期を僅かながらに上回ったものの、原材料の高騰により利益率が

低下し、さらに特別損失の計上等により、損失額は前年同期と比して増加いたしました。 

 当第２四半期累計期間の売上高は1,615,660千円（前年同期比2.5％増）、営業損失132,417千円（前年同期は

営業損失45,758千円）、経常損失103,391千円（前年同期は経常損失10,043千円）となりました。さらに、投資

有価証券評価損66,424千円及び繰延税金資産の全額取崩しによる法人税等調整額56,857千円の計上により、四半

期純損失226,958千円（前年同期は四半期純損失110,352千円）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5,852,851千円となり、前事業年度末残高6,498,945千円に対し、

646,093千円減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金211,919千円等の増加要因に対し、受取手形及び

売掛金452,046千円、有価証券169,941千円、原材料及び貯蔵品51,865千円及び有形固定資産77,323千円等の減少

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1,165,792千円となり、前事業年度末残高1,537,683千円に対し、

371,891千円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金312,506千円等の減少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4,687,059千円となり、前事業年度末残高4,961,261千円に対し、

274,201千円減少いたしました。この主な要因は、剰余金の配当額69,902千円及び四半期純損失226,958千円によ

るものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年10月７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22年10月７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 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

（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22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 285,918 73,999

受取手形及び売掛金 936,596 1,388,642

有価証券 92,351 262,292

商品及び製品 205,687 191,296

仕掛品 65,245 59,143

原材料及び貯蔵品 84,275 136,140

その他 9,263 20,798

貸倒引当金 △3,021 △4,469

流動資産合計 1,676,317 2,127,844

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,180,596 1,224,885

構築物（純額） 62,559 68,400

機械及び装置（純額） 248,557 271,165

車両運搬具（純額） 7,015 8,303

工具、器具及び備品（純額） 29,355 32,654

土地 2,421,030 2,421,030

有形固定資産合計 3,949,115 4,026,439

無形固定資産 35,426 43,925

投資その他の資産   

その他 191,995 300,740

貸倒引当金 △2 △4

投資その他の資産合計 191,993 300,736

固定資産合計 4,176,534 4,371,101

資産合計 5,852,851 6,498,945

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 470,652 783,158

短期借入金 300,000 300,000

未払金 47,808 65,901

未払法人税等 4,581 6,976

賞与引当金 16,511 17,552

その他 26,048 58,652

流動負債合計 865,602 1,232,241

固定負債   

退職給付引当金 107,135 110,619

役員退職慰労引当金 189,116 189,116

その他 3,937 5,706

固定負債合計 300,189 305,441

負債合計 1,165,792 1,537,683
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 3,410,392 3,707,253

自己株式 △15,106 △15,093

株主資本合計 4,680,856 4,977,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,203 △16,468

評価・換算差額等合計 6,203 △16,468

純資産合計 4,687,059 4,961,261

負債純資産合計 5,852,851 6,498,945

日本電線工業㈱　(5817)　平成23年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 4 -



（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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第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) 

売上高 1,576,954 1,615,660

売上原価 1,264,115 1,419,927

売上総利益 312,839 195,732

販売費及び一般管理費 358,597 328,149

営業損失（△） △45,758 △132,417

営業外収益   

保険解約返戻金 16,467 3,754

助成金収入 15,232 16,394

違約金収入 － 5,480

その他 5,681 5,163

営業外収益合計 37,381 30,792

営業外費用   

支払利息 1,658 1,765

その他 8 0

営業外費用合計 1,667 1,766

経常損失（△） △10,043 △103,391

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   

たな卸資産評価損 101,725 －

投資有価証券評価損 － 66,424

工場移転費用 2,140 －

特別損失合計 103,865 66,424

税引前四半期純損失（△） △113,909 △167,534

法人税、住民税及び事業税 2,567 2,567

法人税等調整額 △6,123 56,857

法人税等合計 △3,556 59,424

四半期純損失（△） △110,352 △226,958
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △113,909 △167,534

減価償却費 98,834 87,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,940 △1,449

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,349 △1,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,432 △3,483

受取利息及び受取配当金 △57 △1,810

支払利息 1,658 1,765

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

たな卸資産評価損 101,725 －

売上債権の増減額（△は増加） 608,847 452,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,524 31,371

仕入債務の増減額（△は減少） △314,409 △312,506

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,743 △13,679

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,744 637

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,269 △35,424

その他 △14,769 16,825

小計 325,965 116,918

利息及び配当金の受取額 57 1,810

利息の支払額 △1,972 △1,725

法人税等の支払額 △1,205 △3,765

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,844 113,237

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 △42,557 △4,646

無形固定資産の取得による支出 △540 －

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 △371 △249

保険積立金の解約による収入 521 1,806

貸付けによる支出 △620 △50

貸付金の回収による収入 800 660

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,768 △198

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） 100,000 －

自己株式の取得による支出 △376 △12

配当金の支払額 △69,465 △69,279

その他 － △1,768

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,158 △71,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,234 41,978

現金及び現金同等物の期首残高 76,527 336,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 386,762 378,270
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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）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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