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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 1,867,597 19.5 77,918 66.1 96,988 63.9 51,247 96.6
25年3月期第3四半期 1,563,271 6.9 46,919 1.5 59,181 △5.8 26,061 △29.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 144,280百万円 （159.3％） 25年3月期第3四半期 55,635百万円 （―％）

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3四半期 64.61 ―
25年3月期第3四半期 32.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 2,547,720 1,372,492 46.4
25年3月期 2,297,567 1,244,695 46.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,182,431百万円 25年3月期 1,072,485百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 11.00 21.00

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 2,500,000 15.7 110,000 43.2 135,000 43.4 65,000 71.3 81.95



(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 ： 有 

(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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名）          － 、 除外 ―社 （社名）          －

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 793,940,571 株 25年3月期 793,940,571 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 742,481 株 25年3月期 737,804 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 793,200,731 株 25年3月期3Q 793,206,241 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％

の増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％の増益、経常利益は 百万円と前年

同四半期連結累計期間対比 ％の増益、四半期純利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％の

増益となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   

自動車関連事業 

  ワイヤーハーネスや防振ゴムの増加により、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比

百万円の増収。営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円の増益となり

ました。 

   

情報通信関連事業 

  光・電子デバイスの増加などにより、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円

の増収。アクセス系ネットワーク機器の需要減などにより営業損失は 百万円となりましたが、コスト低

減や円安に伴う光・電子デバイスの採算改善などにより、前年同四半期連結累計期間対比 百万円の赤字

圧縮となりました。 

   

エレクトロニクス関連事業 

  ＦＰＣ（フレキシブルプリント回路）の増加などにより、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計

期間対比 百万円の増収。営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円の増益と

なりました。 

   

環境エネルギー関連事業 

  銅価の上昇のほか、住友電設㈱や日新電機㈱の増加などにより、売上高は 百万円と前年同四半期連

結累計期間対比 百万円の増収。営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円

の増益となりました。 

  なお、第１四半期連結累計期間より、セグメントの名称を「電線・機材・エネルギー関連事業」から「環境

エネルギー関連事業」に変更しております。 

   

産業素材関連事業他 

  超硬工具の増加などにより、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円の増

収。営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 百万円の増益となりました。 

   

  なお、各セグメントの営業利益又は営業損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失に対応しており

ます。 

   

（２）連結財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 百万円と、前連結会計年度末対比 百万円増加しまし

た。 

資産の部では、主に設備投資に伴う有形固定資産の増加や保有株式の時価上昇に伴う投資有価証券の増加によ

り、前連結会計年度末対比 百万円増加しました。 

負債の部では、主に借入金の増加により、前連結会計年度末対比 百万円増加しました。 

また、純資産は 百万円と、四半期純利益の計上、保有株式の含み益の増加によるその他有価証券評価

差額金の増加及び円安による為替換算調整勘定の増加などと配当の支払いとの差引きにより、前連結会計年度末対

比 百万円増加しました。自己資本比率は ％と、前連結会計年度末対比 ポイント低下しております。

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年10月31日の決算発表時に公表した予想から変更はありません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,867,597 19.5

77,918 66.1 96,988

63.9 51,247 96.6

987,435

206,131 48,293 10,887

114,378 3,626

2,996

7,212

204,125

43,373 5,705 4,461

395,356

37,593 13,503 4,299

223,843 21,059

13,694 4,321

2,547,720 250,153

250,153

122,356

1,372,492

127,797 46.4 0.3
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

一部の連結子会社は、税金費用について、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 172,637 169,415

受取手形及び売掛金 502,000 530,414

有価証券 4,164 754

たな卸資産 343,766 408,788

その他 95,904 104,016

貸倒引当金 △2,710 △3,080

流動資産合計 1,115,761 1,210,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 227,801 247,690

機械装置及び運搬具（純額） 260,608 292,827

工具、器具及び備品（純額） 39,317 46,282

その他（純額） 123,325 132,471

有形固定資産合計 651,051 719,270

無形固定資産   

のれん 8,784 26,931

その他 28,261 30,744

無形固定資産合計 37,045 57,675

投資その他の資産   

投資有価証券 388,834 453,951

その他 106,285 107,969

貸倒引当金 △1,409 △1,452

投資その他の資産合計 493,710 560,468

固定資産合計 1,181,806 1,337,413

資産合計 2,297,567 2,547,720
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 300,669 332,253

短期借入金 167,961 245,656

1年内償還予定の社債 20,000 10,310

未払法人税等 18,227 14,196

引当金 2,888 2,656

その他 147,400 157,457

流動負債合計 657,145 762,528

固定負債   

社債 56,850 46,540

長期借入金 238,608 247,343

退職給付引当金 32,148 35,518

その他の引当金 1,112 958

その他 67,009 82,341

固定負債合計 395,727 412,700

負債合計 1,052,872 1,175,228

純資産の部   

株主資本   

資本金 99,737 99,737

資本剰余金 171,020 171,020

利益剰余金 763,159 798,586

自己株式 △649 △657

株主資本合計 1,033,267 1,068,686

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,687 89,875

繰延ヘッジ損益 △1,254 △1,623

為替換算調整勘定 △26,215 25,493

その他の包括利益累計額合計 39,218 113,745

少数株主持分 172,210 190,061

純資産合計 1,244,695 1,372,492

負債純資産合計 2,297,567 2,547,720
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,563,271 1,867,597

売上原価 1,294,180 1,533,171

売上総利益 269,091 334,426

販売費及び一般管理費 222,172 256,508

営業利益 46,919 77,918

営業外収益   

受取利息 725 905

受取配当金 2,846 3,229

持分法による投資利益 14,592 20,155

その他 6,042 7,032

営業外収益合計 24,205 31,321

営業外費用   

支払利息 3,543 5,275

その他 8,400 6,976

営業外費用合計 11,943 12,251

経常利益 59,181 96,988

特別利益   

退職給付信託返還益 － 1,487

投資有価証券売却益 6,557 －

特別利益合計 6,557 1,487

特別損失   

固定資産除却損 1,600 1,941

投資有価証券評価損 1,732 789

減損損失 － 2,260

事業構造改善費用 7,430 1,020

和解金 － 5,464

特別損失合計 10,762 11,474

税金等調整前四半期純利益 54,976 87,001

法人税、住民税及び事業税 22,969 27,558

法人税等調整額 △2,741 △516

法人税等合計 20,228 27,042

少数株主損益調整前四半期純利益 34,748 59,959

少数株主利益 8,687 8,712

四半期純利益 26,061 51,247
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 34,748 59,959

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,533 23,205

繰延ヘッジ損益 △190 △95

為替換算調整勘定 18,364 47,512

持分法適用会社に対する持分相当額 180 13,699

その他の包括利益合計 20,887 84,321

四半期包括利益 55,635 144,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,091 125,294

少数株主に係る四半期包括利益 12,544 18,986
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該当事項はありません。 

    

該当事項はありません。 

    

（３）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）

セグメント情報 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

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 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に未実現利益の消去であります。 
２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 報告セグメント 

合計 
（百万円） 

  
調整額 
（注1） 

（百万円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注2） 

（百万円）

自動車 
関連事業 

（百万円） 

情報通信

関連事業 
（百万円）

エレクトロ

ニクス 
関連事業 

（百万円）

環境

エネルギー

関連事業 
（百万円）

産業素材

関連事業他

（百万円）

売上高     

外部顧客への売上高  780,978 109,291 153,279 346,872 172,851  1,563,271  － 1,563,271

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 326 1,461 7,473 10,891 29,933  50,084 (50,084) －

計  781,304 110,752 160,752 357,763 202,784  1,613,355 (50,084) 1,563,271

セグメント利益又は損失（△）  37,406 △10,208 1,244 9,204 9,373  47,019 (100) 46,919

△100

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に未実現利益の消去であります。 
２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
３．第１四半期連結累計期間より、報告セグメントの名称を「電線・機材・エネルギー関連事業」から 

「環境エネルギー関連事業」に変更しております。これに伴い、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、 
変更後の名称を用いております。なお、報告セグメントの区分方法に変更はありません。 

  

報告セグメント 

合計 
（百万円） 

  
調整額 
（注1） 

（百万円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注2） 

（百万円）

自動車 
関連事業 

（百万円） 

情報通信

関連事業 
（百万円）

エレクトロ

ニクス 
関連事業 

（百万円）

環境

エネルギー

関連事業 
（百万円）

（注3） 

産業素材 

関連事業他

（百万円）

売上高    

外部顧客への売上高  986,698 113,082 193,575 382,924 191,318  1,867,597  － 1,867,597

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 737 1,296 10,550 12,432 32,525  57,540 (57,540) －

計  987,435 114,378 204,125 395,356 223,843  1,925,137 (57,540) 1,867,597

セグメント利益又は損失（△）  48,293 △2,996 5,705 13,503 13,694  78,199 (281) 77,918

△281

8


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１4: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１5: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１6: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１7: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１8: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１9: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー１10: 住友電気工業㈱（5802）平成26年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


