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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 24,955 ― 151 ― △217 ― △770 ―

20年3月期第1四半期 24,540 15.5 137 175.4 △55 ― △327 ―

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 △3.56 ―

20年3月期第1四半期 △1.51 ―

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 109,103 26,668 24.1 121.60
20年3月期 113,782 27,863 24.0 126.17

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  26,299百万円 20年3月期  27,287百万円

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

（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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.00 2.00

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 50,000 ― 400 ― △400 ― △500 ― △2.31

通期 103,000 △4.9 2,200 64.2 1,400 59.5 750 27.6 3.47

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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、その他注記事項 
１．平成20年5月16日発表の通期業績予想は、修正しておりません。 
２．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。 
３．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 有

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 216,495,025株 20年3月期 216,495,025株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 214,948株 20年3月期 214,243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 216,280,207株 20年3月期第1四半期 216,294,369株



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１四半期の国内景気は、原材料価格や物価の高騰等に伴い、民間設備投資や個人消費は減速傾向を示し

た。 

 このような状況下、当社グループの当第１四半期の売上高は、建設用電線等の売上げが減少したものの、高周

波ケーブルや自動車用ハーネス等の売上げが増加したことにより249億55百万円となった。 

 損益面については、営業利益は１億51百万円となったものの、円高による為替差損の影響により経常損失２億

17百万円を計上し、さらにたな卸評価損等の特別損失を計上したため、当四半期純損失は７億70百万円となっ

た。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   当第１四半期における資産の残高は1,091億03百万円となり、前連結会計年度末と比較して46億79百万円減少

した。主な要因は、受取手形および売掛金、未収入金の減少等によるものである。 

 負債の残高は824億35百万円となり、前連結会計年度と比較し、34億83百万円減少した。主な要因は、短期借

入金、未払金の減少等によるものである。 

 純資産の残高は266億68百万円となり、前連結会計年度と比較し11億95百万円減少した。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成21年３月期の連結業績予想（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日まで）については、本年５月16

日の決算発表時に公表した予想から変更はない。 

  



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） 

 該当事項はない。 

  

（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たな卸資産の評価方法 

       当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。 

     ②固定資産の減価償却の算定方法 

       減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっている。 

     ③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 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっている。 

  

（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）を適用している。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いる。 

   ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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いた

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）により算定している。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、税金等調整前当四半期純損失が300百万円増加してい

る。 

   ③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース  取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 この変更による損益に与える影響は軽微である。 

 ④「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、連結決算上必要な修正をおこなっている。 

 この変更による損益に与える影響はない。 



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１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,963 6,053

受取手形及び売掛金 28,275 32,034

商品及び製品 6,680 5,224

仕掛品 7,035 6,204

原材料及び貯蔵品 8,354 7,877

その他 5,793 7,754

貸倒引当金 △356 △454

流動資産合計 60,745 64,694

固定資産   

有形固定資産 28,941 29,719

無形固定資産 677 749

投資その他の資産   

その他 18,946 18,828

貸倒引当金 △207 △208

投資その他の資産合計 18,739 18,619

固定資産合計 48,357 49,088

資産合計 109,103 113,782

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,746 21,376

短期借入金 33,131 35,396

未払法人税等 92 267

その他 9,423 11,069

流動負債合計 64,392 68,109

固定負債   

長期借入金 9,192 9,197

退職給付引当金 7,608 7,346

その他の引当金 176 225

その他 1,065 1,041

固定負債合計 18,043 17,809

負債合計 82,435 85,919



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,278 19,278

資本剰余金 3,189 3,189

利益剰余金 1,662 2,862

自己株式 △27 △27

株主資本合計 24,101 25,302

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,046 1,720

繰延ヘッジ損益 173 119

為替換算調整勘定 △22 144

評価・換算差額等合計 2,197 1,984

少数株主持分 368 576

純資産合計 26,668 27,863

負債純資産合計 109,103 113,782



（２）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）

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) 

売上高 24,955

売上原価 20,954

売上総利益 4,001

販売費及び一般管理費 3,849

営業利益 151

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 48

持分法による投資利益 242

その他 155

営業外収益合計 465

営業外費用  

支払利息 247

為替差損 524

その他 62

営業外費用合計 834

経常損失（△） △217

特別利益  

投資有価証券売却益 22

その他 3

特別利益合計 26

特別損失  

たな卸資産評価損 300

環境対策費用 122

その他 31

特別損失合計 454

税金等調整前四半期純損失（△） △645

法人税、住民税及び事業税 41

法人税等調整額 79

法人税等合計 120

少数株主利益 4

四半期純損失（△） △770



（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はない。 

（４）セグメント情報 

【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） 

（注）１．事業区分は、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に加え、当社の損益管理区分

を考慮し、ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品 

  

【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)において、本邦の売上高は、全セグメ

ントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略している。 

【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)において、海外売上高が連結売上高の

10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はない。 

  
ケーブル 
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品 
(百万円) 

先端製品 
(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 
11,387 9,450 3,857 261 24,955 － 24,955 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

418 3 － － 422 △422 － 

計 11,805 9,453 3,857 261 25,377 △422 24,955 

営業利益（又は営業損失

△） 
405 △629 412 △36 150 0 151 

事業区分 主要製品名 

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケー

ブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス 

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品 

先端製品 床暖房、ロードヒーティング 



「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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 24,540 

Ⅱ 売上原価 20,485 

売上総利益 4,054 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,917 

営業利益 137 

Ⅳ 営業外収益 252 

 受取利息及び配当金 86 

 持分法による投資利益 41 

 その他の営業外利益 124 

Ⅴ 営業外費用 445 

 支払利息 254 

 その他の営業外費用 190 

経常利益 △55 

 税金等調整前四半期純利益 △55 

 税金費用 260 

 少数株主利益 11 

 四半期純利益 △327 



（２）セグメント情報 

【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） 

（注）１．事業区分は、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に加え、当社の損益管理区分

を考慮し、ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品 

３．営業費用は、全て各セグメントへ配賦している。 

  

  
ケーブル 
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品 
(百万円) 

先端製品 
(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 
12,344 8,607 3,458 129 24,540 － 24,540 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

286 1 － 0 287 △287 － 

計 12,630 8,609 3,458 129 24,827 △287 24,540 

営業費用 12,106 9,294 2,965 326 24,692 △290 24,402 

営業利益（又は営業損失

△） 
523 △685 493 △197 135 2 137 

事業区分 主要製品名 

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケー

ブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス 

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品 

先端製品 床暖房、ロードヒーティング、ＬＥＤ（発光ダイオード） 
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