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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 2,187 ― 287 ― 330 ― 209 ―

20年3月期第1四半期 2,358 5.4 358 12.8 359 28.8 238 34.1

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

21年3月期第1四半期 29.87 ―

20年3月期第1四半期 33.96 ―

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

21年3月期第1四半期 7,689 6,436 83.7 915.78
20年3月期 8,172 6,550 80.2 932.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,436百万円 20年3月期  6,550百万円

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  

  20年3月期期末配当金には記念配当3円00銭が含まれております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 12.00 ― 18.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.00 ― 18.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 4,950 ― 640 ― 650 ― 410 ― 58.33
通期 10,470 0.2 1,380 △8.3 1,390 △8.1 900 2.1 128.05

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2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2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） 

※第2四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年4月24日に発表いたしました業績予想と変更ございません。 
  業績予想は慎重に策定しましたが、当社で入手可能な情報から得られたものを前提に策定しており、リスクや不確定要素が含まれております。実際にはさま 
ざまな要因の変化から、予想とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 
 なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,028,060株 20年3月期  7,028,060株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  121株 20年3月期  121株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,027,939株 20年3月期第1四半期  7,028,000株
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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

　当第１四半期における当社グループの業績は、国内では前期まで続いた地上デジタル特需が終了しましたので、大

幅な売上高減少となりました。

　一方、海外は韓国、中国などアジア地域では、引き続き好調に推移しております。この結果、連結売上高は2,187

百万円（前年同期比7.2％減）となりました。利益面におきましても、売上高減少を主因として、営業利益は287百万

円（前年同期比19.9％減）経常利益330百万円（前年同期比8.0％減）、四半期純利益209百万円（前年同期比12.0％

減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における財政状態につきましては、総資産が7,689百万円（前期末比483百万円減）となりました。こ

れは、主に、売上減少による売掛債権の減少（前期比287百万円減）や未払法人税等の支払いによる負債の減少（前

期末比368百万円減）に起因する現金・預金の減少および為替レート変動による純資産の減少（為替換算調整勘定の

減少）によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　連結業績予想につきましては、国内が弱含みで推移すると見込まれますが、アジアを中心とした海外市場において

好調が続くと見込まれることから、現時点では第２四半期連結累計期間及び通期の業績修正の必要はないと考えてお

ります。

 

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）

　該当事項はありません。

 

（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

①簡便な会計処理

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末

において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

 

（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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

（５）セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社及び連結子会社は、「放送・通信用ケーブル・ハーネス・コネクタ・機器（パッシブ・電子）及びその付

帯器具の製造、販売業務」の単一セグメントであるため、該当事項はありません。

 

②所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）  

日本

（千円）

米国

（千円）

韓国

（千円）

中国

（千円）

台湾

（千円）

欧州

（千円）

計

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,536,469 265,526 228,462 141,818 15,167 － 2,187,443

(2)
セグメント間の内部売上高

又は振替高
508,540 － － 207,637 － － 716,178

 計 2,045,010 265,526 228,462 349,456 15,167 － 2,903,622

 営業利益（又は営業損失） 444,605 25,445 35,695 44,360 110 △14,381 535,836

 

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 － 2,187,443

(2)
セグメント間の内部売上高

又は振替高
(716,178) －

 計 (716,178) 2,187,443

 営業利益（又は営業損失） (248,601) 287,234

（注）１．当社及び連結子会社が存在する国又は地域により区分けしております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は235,173千円であり、その主なもの

は、当社管理部門等に係る費用及び研究開発費であります。

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　４．その他（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。これによる営業利益への影響は軽微であ

ります。

　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　４．その他（３）③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

これによる営業利益への影響はありません。
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③海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）  

 米州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 263,349 514,959 126,133 904,441

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,187,443

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
12.0 23.5 5.8 41.3

（注）１．地域は地理的近接度により区分けしております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

（1）米州……………米国、カナダ、中南米諸国

（2）アジア…………中国及び香港、韓国、タイ、インドネシア、台湾

（3）その他の地域…欧州、他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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参考資料
前四半期に係る財務諸表等

１．（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

前年同四半期

（平成20年３月期

　第１四半期）

2,358,307
1,438,728

919,578
561,164
358,413

9,542
8,585

359,371
14,400

5
373,765
135,123
238,642

２．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

前年同四半期

（平成20年３月期

　第１四半期）

　税金等調整前四半期純利益 373,765
　減価償却費 23,262
　売上債権の増減額（△は増加）  43,015
　たな卸資産の増減額（△は増加）  78,174
　仕入債務の増減額（△は減少）  9,236
　その他  70,284
　小計 196,317
　利息及び配当金の受取額 3,535
　利息の支払額  98
　法人税等の支払額  115,878
　営業活動によるキャッシュ・フロー 83,876

　有形固定資産の取得による支出  10,193
　投資有価証券の取得による支出  12,315
　その他  48,795
　投資活動によるキャッシュ・フロー  71,303

　配当金の支払額  105,420
　財務活動によるキャッシュ・フロー  105,420

7,855
 84,992

2,380,899
2,295,907

売上原価

（単位：千円）

（単位：千円）

売上高

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

法人税等

四半期純利益

経常利益

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

特別利益

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

特別損失

税金等調整前四半期純利益
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３．セグメント情報
（１）事業の種類別セグメント情報
　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

（２）所在地別セグメント情報
　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

日本
（千円）

米国
（千円）

韓国
（千円）

中国
（千円）

台湾
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

（1） 外部顧客に対する売上高 1,747,607 290,072 204,055 102,918 13,652 2,358,307 － 2,358,307

（2） セグメント間の内部売上高
又は振替高

396,453 － － 182,544 － 578,997 (578,997) －

　計 2,144,060 290,072 204,055 285,462 13,652 2,937,305 (578,997) 2,358,307
営業利益 480,049 9,612 45,836 31,110 261 566,869 (208,456) 358,413

（３）海外売上高

 

　当社及び連結子会社は、「放送・通信用ケーブル・ハーネス・コネクタ・機器（パッシブ・電子）及びその付帯器具の製
造、販売業務」の単一セグメントであるため、該当事項はありません。

　売上高

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）において、算出していないため記載を省略
しております。
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