
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月31日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 住友電気工業株式会社 上場取引所 東 大 名 福 
コード番号 5802 URL http://www.sei.co.jp/
代表者 （役職名） 社長 （氏名） 松本 正義
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 林 昭 TEL 06-6220-4141
四半期報告書提出予定日 平成24年8月2日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 527,257 19.4 17,905 636.2 23,732 108.6 13,970 236.1
24年3月期第1四半期 441,597 △9.5 2,432 △87.7 11,379 △56.4 4,156 △78.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 5,100百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △4,447百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 17.61 17.61
24年3月期第1四半期 5.24 5.24

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,050,175 1,138,087 48.0
24年3月期 2,072,064 1,138,931 47.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  984,705百万円 24年3月期  987,998百万円

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

24年3月期 ― 9.00 ― 10.00 19.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 11.00 21.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 1,000,000 4.5 40,000 67.8 50,000 40.6 28,000 46.8 35.30
通期 2,200,000 6.8 110,000 26.5 130,000 21.8 70,000 18.9 88.25



(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、決算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
② ①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） 25年3月期1Q 793,940,571 株 24年3月期 793,940,571 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 733,112 株 24年3月期 732,373 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 793,207,719 株 24年3月期1Q 793,211,500 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四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。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、 百万円と24年３月末対比 百万円減少しました。 

主な増減としては、資産の部では、受取手形及び売掛金が期末売上債権の回収などで減少したことなどにより、

24年３月末対比 百万円減少しました。 

負債の部では、長期借入金の増加の一方、支払手形及び買掛金が期末外注検収の支払などで減少したことなどに

より、24年３月末対比 百万円減少しました。 

また、純資産は、四半期純利益 百万円の計上の一方で、支払配当や保有株式の含み益の減少によるその他

有価証券評価差額金の減少及び、円高で為替換算調整勘定が減少したことなどから、24年３月末対比 百万円減

少して 百万円となりました。自己資本比率は ％と、24年３月期対比 ポイント上昇しております。

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11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１四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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

527,257 19.4

17,905 636.2 23,732

108.6 13,970 236.1

2,050,175 21,889

21,889

21,045

13,970

844

1,138,087 48.0 0.3

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 132,657 144,444

受取手形及び売掛金 500,857 457,316

有価証券 12,288 10,182

たな卸資産 310,086 317,396

その他 93,373 88,442

貸倒引当金 △1,831 △1,797

流動資産合計 1,047,430 1,015,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 196,849 196,779

機械装置及び運搬具（純額） 204,009 204,643

工具、器具及び備品（純額） 30,191 30,942

その他（純額） 112,667 117,926

有形固定資産合計 543,716 550,290

無形固定資産   

のれん 2,203 1,867

その他 25,052 24,368

無形固定資産合計 27,255 26,235

投資その他の資産   

投資有価証券 356,549 359,237

その他 98,709 100,022

貸倒引当金 △1,595 △1,592

投資その他の資産合計 453,663 457,667

固定資産合計 1,024,634 1,034,192

資産合計 2,072,064 2,050,175
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 316,584 295,621

短期借入金 140,064 115,545

1年内償還予定の社債 20,000 30,000

未払法人税等 16,891 8,014

引当金 2,722 2,477

課徴金引当金 2,102 －

その他 137,516 134,741

流動負債合計 635,879 586,398

固定負債   

社債 51,850 41,850

長期借入金 150,608 192,354

退職給付引当金 30,106 29,972

その他の引当金 1,516 1,059

その他 63,174 60,455

固定負債合計 297,254 325,690

負債合計 933,133 912,088

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 741,192 747,142

自己株式 △645 △646

株主資本合計 1,011,304 1,017,253

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 57,306 54,778

繰延ヘッジ損益 △192 △82

為替換算調整勘定 △80,420 △87,244

その他の包括利益累計額合計 △23,306 △32,548

新株予約権 10 10

少数株主持分 150,923 153,372

純資産合計 1,138,931 1,138,087

負債純資産合計 2,072,064 2,050,175
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 441,597 527,257

売上原価 369,772 434,988

売上総利益 71,825 92,269

販売費及び一般管理費 69,393 74,364

営業利益 2,432 17,905

営業外収益   

受取利息 232 262

受取配当金 1,409 1,407

持分法による投資利益 6,517 6,143

その他 3,620 1,791

営業外収益合計 11,778 9,603

営業外費用   

支払利息 1,312 1,239

その他 1,519 2,537

営業外費用合計 2,831 3,776

経常利益 11,379 23,732

特別損失   

固定資産除却損 161 465

災害損失 4,785 －

課徴金引当金繰入額 2,142 －

特別損失合計 7,088 465

税金等調整前四半期純利益 4,291 23,267

法人税、住民税及び事業税 3,887 7,096

法人税等調整額 △3,698 △1,197

法人税等合計 189 5,899

少数株主損益調整前四半期純利益 4,102 17,368

少数株主利益又は少数株主損失（△） △54 3,398

四半期純利益 4,156 13,970
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,102 17,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,410 △3,400

繰延ヘッジ損益 △76 △199

為替換算調整勘定 △6,894 △14,579

持分法適用会社に対する持分相当額 2,831 5,910

その他の包括利益合計 △8,549 △12,268

四半期包括利益 △4,447 5,100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,951 4,668

少数株主に係る四半期包括利益 △1,496 432
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 該当事項はありません。 

     

 該当事項はありません。 

     

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

     

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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（△）の調整額の 百万円は、主に未実現利益の消去などであります。 
        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。 

          

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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  

  

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）

電線・

機材・ 
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 193,930 36,681 39,577 113,582 57,827  441,597 － 441,597

セグメント間の内部売上高

又は振替高 113 481 1,982 3,540 7,754  13,870 (13,870) －

計 194,043 37,162 41,559 117,122 65,581  455,467 (13,870) 441,597

セグメント利益又は損失(△） △118 △2,225 △343 1,340 3,746  2,400     32 2,432

32

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の 百万円は、主に未実現利益の消去などであります。 
        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）

電線・

機材・ 

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 274,252 34,156 44,478 115,174 59,197  527,257 － 527,257

セグメント間の内部売上高

又は振替高 100 351 2,624 3,766 9,909  16,750 (16,750) －

計 274,352 34,507 47,102 118,940 69,106  544,007 (16,750) 527,257

セグメント利益又は損失(△） 15,738 △4,232 1 2,438 3,960  17,905     0 17,905

0
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