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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,811 ― △102 ― △127 ― △168 ―
20年3月期第2四半期 6,117 2.5 154 △27.1 164 △29.0 72 △51.0

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2四半期 △29.17 ―
20年3月期第2四半期 12.53 ―

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2四半期 10,735 5,637 52.5 978.02
20年3月期 10,945 5,898 53.9 1,023.24

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,637百万円 20年3月期  5,898百万円

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  有   

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 11,031 △8.8 △218 ― △276 ― △327 ― △56.73

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  無  

(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、5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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．平成20年７月30日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。具体的な内容につきましては、4ページ【定性的 
   情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成20年10月31日発表の「平成21年３月期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお 
   知らせ」をご覧ください。 
 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2四半期  6,333,276株 20年3月期  6,333,276株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  568,984株 20年3月期  568,387株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,764,997株 20年3月期第2四半期  5,767,398株











５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 503,581 497,820

受取手形及び売掛金 3,802,008 3,915,542

商品及び製品 1,043,214 1,065,917

仕掛品 221,506 235,711

原材料及び貯蔵品 344,784 313,981

その他 88,719 123,737

貸倒引当金 △5,575 △8,607

流動資産合計 5,998,240 6,144,103

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,608,169 2,539,594

その他（純額） 1,345,800 1,418,383

有形固定資産合計 3,953,969 3,957,977

無形固定資産   

のれん 250,155 271,001

その他 19,375 16,866

無形固定資産合計 269,530 287,867

投資その他の資産   

投資有価証券 369,790 443,226

その他 174,503 142,031

貸倒引当金 △30,090 △30,090

投資その他の資産合計 514,203 555,167

固定資産合計 4,737,703 4,801,013

資産合計 10,735,943 10,945,116



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,998,310 1,825,135

短期借入金 800,000 750,000

未払法人税等 20,232 23,943

未払費用 38,702 47,247

賞与引当金 123,832 180,544

その他 568,921 646,009

流動負債合計 3,549,999 3,472,879

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 802,284 834,216

退職給付引当金 141,364 144,407

役員退職慰労引当金 293,066 284,241

その他 11,607 10,518

固定負債合計 1,548,323 1,573,383

負債合計 5,098,322 5,046,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,518 1,136,518

資本剰余金 1,133,596 1,133,596

利益剰余金 3,453,122 3,667,447

自己株式 △141,403 △141,251

株主資本合計 5,581,833 5,796,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,690 96,936

為替換算調整勘定 9,097 5,606

評価・換算差額等合計 55,787 102,542

純資産合計 5,637,621 5,898,853

負債純資産合計 10,735,943 10,945,116



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,811,988

売上原価 4,966,260

売上総利益 845,728

販売費及び一般管理費 948,386

営業損失（△） △102,657

営業外収益  

受取利息 245

受取配当金 6,641

受取家賃 7,321

仕入割引 6,660

その他 5,273

営業外収益合計 26,143

営業外費用  

支払利息 14,661

売上割引 6,715

為替差損 29,189

その他 718

営業外費用合計 51,285

経常損失（△） △127,799

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,428

投資有価証券売却益 9,853

その他 276

特別利益合計 13,558

特別損失  

固定資産除却損 4,427

投資有価証券評価損 12,460

特別損失合計 16,887

税金等調整前四半期純損失（△） △131,129

法人税、住民税及び事業税 14,536

法人税等調整額 22,514

法人税等合計 37,051

四半期純損失（△） △168,180



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △131,129

減価償却費 135,090

のれん償却額 20,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,031

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,712

受取利息及び受取配当金 △6,887

支払利息 14,661

売上債権の増減額（△は増加） 113,534

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,432

仕入債務の増減額（△は減少） 174,418

未払費用の増減額（△は減少） △8,539

その他 21,615

小計 278,299

利息及び配当金の受取額 6,865

利息の支払額 △14,572

法人税等の還付額 18,241

法人税等の支払額 △26,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,925

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 △157,790

投資有価証券の取得による支出 △30,255

投資有価証券の売却による収入 16,439

その他 △471

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,077

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） 50,000

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △232,880

配当金の支払額 △46,370

その他 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,761

現金及び現金同等物の期首残高 497,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 503,581



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

電線事業
（千円）

ポリマテッ
ク事業
（千円）

電熱線事業
（千円）

計
（千円）

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 4,110,649 1,223,960 477,379 5,811,988 － 5,811,988

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,645 － 2,645 △2,645 －

計 4,110,649 1,226,605 477,379 5,814,633 △2,645 5,811,988

営業利益（又は営業損失） 75,886 △135,584 △10,085 △69,783 △32,874 △102,657

（注）１．事業区分の方法　　　　　

　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電線事業

天然ゴムキャブタイヤケーブル、合成ゴムキャブタイ

ヤケーブル、架橋ポリエチレンケーブル、溶接用ケー

ブル、制御用ケーブル、プラスチックキャブタイヤケー

ブル、プラスチックコード、その他 

ポリマテック事業
硬質押出成形品、軟質押出成形品、高機能特殊チュー

ブ、その他 

電熱線事業 電熱線・帯、ステンレス鋼線・帯、その他

　　　３．会計処理方法の変更

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利

益が、電線事業で27,318千円減少しており、営業損失が、ポリマテック事業で5,526千円、電熱線事業で10,433千

円それぞれ増加しております。

　　　　（追加情報）

　　　　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、有形固定資産に計上しています一部の機械装置につきま

して、従来、耐用年数を10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より７年に変更しました。この変更

に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電線事業で14,261千円減

少し、営業損失が、電熱線事業で2,174千円増加しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　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90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。



〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。

６．その他の情報

　　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,117,218 100.0

Ⅱ　売上原価  4,977,421 81.4

売上総利益  1,139,796 18.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  985,024 16.1

営業利益  154,771 2.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 317   

２．受取配当金 6,097   

３．受取家賃 6,916   

４．仕入割引　 7,932   

５．その他　 8,127 29,391 0.5

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 12,990   

２．売上割引 6,374   

３．その他 723 20,089 0.3

経常利益  164,073 2.7

Ⅵ　特別利益 － － －

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 4,489 4,489 0.1

税金等調整前中間純利益  159,583 2.6

法人税、住民税及び事業税 79,227   

法人税等調整額 8,118 87,345 1.4

中間純利益  72,238 1.2



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 159,583

減価償却費　 106,266

のれん償却額　 20,846

貸倒引当金の増加額　 234

賞与引当金の増加額　 6,692

退職給付引当金の減少額　 △9,928

役員退職慰労引当金の増加
額　

5,759

受取利息及び受取配当金　 △6,414

支払利息　 12,990

売上債権の増加額　 △21,330

たな卸資産の増加額　 △317,095

仕入債務の増加額　 683,297

未払金の減少額　 △36,965

その他　 9,551

小計 613,488

利息及び配当金の受取額 6,395

利息の支払額　 △13,974

法人税等の支払額　 △208,338

営業活動によるキャッシュ・
フロー

397,571

Ⅱ　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

△278,399

投資有価証券の取得による
支出　

△9,284

その他　 △302

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△287,986

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加額 50,000

長期借入れによる収入　 400,000

長期借入金の返済による支
出　

△187,838

自己株式の取得による支出
　

△155



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

配当金の支払額　 △69,097

財務活動によるキャッシュ・
フロー

192,909

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

2,718

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 305,214

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

410,374

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

715,588



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

電線事業
（千円）

ポリマテッ
ク事業
（千円）

電熱線事業
（千円）

計
（千円）

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 4,244,312 1,304,027 568,878 6,117,218 － 6,117,218

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,026 1,485 － 5,511 △5,511 －

計 4,248,339 1,305,512 568,878 6,122,730 △5,511 6,117,218

営業費用　 4,034,670 1,378,560 512,122 5,925,353 37,093 5,962,446

営業利益（又は営業損失） 213,668 △73,047 56,756 197,376 △42,605 154,771

（注）１．事業区分の方法　

　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電線事業

天然ゴムキャブタイヤケーブル、合成ゴムキャブタイ

ヤケーブル、架橋ポリエチレンケーブル、溶接用ケー

ブル、制御用ケーブル、プラスチックキャブタイヤケー

ブル、プラスチックコード、その他 

ポリマテック事業
硬質押出成形品、軟質押出成形品、高機能特殊チュー

ブ、その他 

電熱線事業 電熱線・帯、ステンレス鋼線・帯、その他

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　　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90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　        海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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