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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 9,695 ― 454 ― 500 ― 212 ―

20年3月期第2四半期 9,643 1.6 668 6.5 704 19.4 483 24.5

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 25.05 24.38
20年3月期第2四半期 61.49 59.32

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 21,870 16,496 75.3 1,935.96
20年3月期 23,157 16,662 71.8 1,954.52

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,461百万円 20年3月期  16,619百万円

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 ― 8.00 ― 12.00 20.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 20.00

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  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 19,190 △5.6 940 △31.1 970 △23.7 500 △43.9 58.80

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、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、その他特記事項 
１．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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．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2四半期  8,541,900株 20年3月期  8,541,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  38,665株 20年3月期  38,617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  8,503,249株 20年3月期第2四半期  7,857,973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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする米国景気減速の影

響、不安定な為替動向、世界的な金融不安、原油等原材料価格の高騰、個人消費や設備投資の抑制などの不安定要素

が重なり、景気減速が顕著になってまいりました。

　一方、海外におきましても、米国経済の景気は引き続き停滞しており、欧州経済も減速してきております。また拡

大を続けてきた中国をはじめとするアジアにつきましても、先進国の経済減速を受け、中国の四半期ベースの経済成

長率が１桁成長に落ち込むなど、世界経済全体が減速しており、一段と厳しさを増しております。

　当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、半導体設備投資の大幅な抑制、流通・事務用機器

の景気悪化に伴う市場収縮、携帯電話の伸び悩み、先進国において自動車の販売台数が減少するなど業界を取り巻く

環境は厳しさを増しております。 

　このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高96億95百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益

４億54百万円（同32.1％減）、経常利益５億円（同29.0％減）、四半期純利益２億12百万円（同55.9％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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億87百万円減少し218億70百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金が古河事業所の再構築に伴う支払い等により８億84百万円減少、受取手形及び売掛金が売

上の減少により３億19百万円減少しました。

　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億21百万円減少し53億74百万円となりまし

た。主な要因は、未払金が古河事業所の再構築に伴う支払い等により７億円減少、支払手形及び買掛金が仕入の減少

により３億68百万円減少しました。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べ１億66百万円減少し164億96百万円となりま

した。主な要因は、円高に伴い為替換算調整勘定が１億83百万円減少しました。

　（キャッシュ・フローについて）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ８億84百万円減少し、24億17百万円（前連結会計年度比26.8％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、６億33百万円の資金の獲得となりました。主な増加要因は、税金等調整前

当期純利益３億57百万円、減価償却費４億６百万円、売上債権の減少１億83百万円であり、主な減少要因は、仕入債

務の減少２億27百万円、法人税等の支払額１億86百万円であります。

（投資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・フローは、12億45百万円の資金の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取

得による支出11億68百万円であります。

（財務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・フローは、１億69百万円の資金の支出となりました。 主な要因は、配当金の支払額１

億２百万円、長期借入金の返済による支出67百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 今後の情勢につきましては、世界的な金融危機による国内・世界経済の減速、為替相場の急激な変動、株式相場の

変動、銅・原油価格の変動等、先行き不透明感が日増しに強まっております。このような状況を踏まえ、平成20年10

月31日に平成21年３月期の連結業績予想を修正しております。

　なお、修正後の通期連結業績予想につきましては、サマリー情報の「３.平成21年３月期の連結業績予想」に記載の

とおりであります。
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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

　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　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　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、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）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り下げの方法）により算定し

ております。

　これにより、第２四半期連結累計期間における売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ７百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益は71百万円減少しております。
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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 3,004,523 3,888,568

受取手形及び売掛金 6,187,130 6,506,326

有価証券 3,365 3,358

商品 133,984 189,113

製品 796,626 1,045,910

半製品 306,886 332,537

原材料 1,418,224 1,268,396

仕掛品 660,770 591,457

貯蔵品 65,897 65,531

繰延税金資産 217,327 167,765

その他 395,599 323,732

貸倒引当金 △2,014 △2,131

流動資産合計 13,188,320 14,380,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,308,376 1,516,575

機械装置及び運搬具（純額） 1,912,995 1,974,040

その他（純額） 1,605,854 3,435,005

有形固定資産合計 6,827,226 6,925,621

無形固定資産 101,793 104,415

投資その他の資産 1,753,189 1,747,279

固定資産合計 8,682,209 8,777,316

資産合計 21,870,529 23,157,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,368,755 2,736,782

短期借入金 224,067 266,005

未払法人税等 208,311 192,101

賞与引当金 244,736 174,673

未払費用 432,072 439,550

未払金 175,700 876,366

その他 78,134 128,282

流動負債合計 3,731,777 4,813,763

固定負債   

長期借入金 52,500 87,500

退職給付引当金 1,264,264 1,264,727

役員退職慰労引当金 244,708 236,875

負ののれん 43,989 54,986



（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) 

その他 37,237 37,768

固定負債合計 1,642,700 1,681,858

負債合計 5,374,477 6,495,621

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,526,510 1,526,510

資本剰余金 1,430,654 1,430,654

利益剰余金 13,534,058 13,451,764

自己株式 △48,971 △48,900

株主資本合計 16,442,252 16,360,030

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △551 55,865

為替換算調整勘定 20,212 203,930

評価・換算差額等合計 19,660 259,796

少数株主持分 34,138 42,436

純資産合計 16,496,051 16,662,263

負債純資産合計 21,870,529 23,157,884



（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 9,695,663

売上原価 7,899,857

売上総利益 1,795,805

販売費及び一般管理費 1,341,497

営業利益 454,307

営業外収益  

受取利息 21,207

受取配当金 5,756

負ののれん償却額 10,997

為替差益 12,565

その他 17,137

営業外収益合計 67,664

営業外費用  

支払利息 4,666

開業費償却 5,365

固定資産除却損 8,425

その他 3,372

営業外費用合計 21,830

経常利益 500,141

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,965

役員退職慰労引当金戻入額 1,810

特別利益合計 10,775

特別損失  

固定資産除却損 85,329

たな卸資産評価損 64,430

その他 3,513

特別損失合計 153,273

税金等調整前四半期純利益 357,643

法人税、住民税及び事業税 176,073

法人税等調整額 △29,434

法人税等合計 146,639

少数株主損失（△） △1,986

四半期純利益 212,990



（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利益 357,643

減価償却費 406,738

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,117

為替差損益（△は益） 12,572

売上債権の増減額（△は増加） 183,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,504

仕入債務の増減額（△は減少） △227,162

その他 △66,506

小計 797,659

利息及び配当金の受取額 26,991

利息の支払額 △4,637

法人税等の支払額 △186,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 633,840

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 △1,168,869

有形固定資産の売却による収入 13,797

無形固定資産の取得による支出 △2,334

投資有価証券の取得による支出 △70,421

その他 △17,717

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,245,544

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △67,000

自己株式の取得による支出 △71

配当金の支払額 △102,039

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △884,037

現金及び現金同等物の期首残高 3,301,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,417,888



　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・加工品
（千円）

電子・医療部
品他（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 7,875,245 1,820,417 9,695,663 － 9,695,663

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 7,875,245 1,820,417 9,695,663 － 9,695,663

営業利益 510,921 325,243 836,164 (381,857) 454,307

 

 

〔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）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
アジア
（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 6,169,068 589,580 2,937,015 9,695,663 － 9,695,663

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
458,130 339 1,501,235 1,959,705 (1,959,705) －

計 6,627,198 589,919 4,438,250 11,655,368 (1,959,705) 9,695,663

営業利益又は営業損失（△） 613,882 60,577 △3,999 670,459 (216,151) 454,307

 

〔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）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 589,580 2,835,106 3,424,686

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 9,695,663

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
6.0 29.2 35.3

 

（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。

－ 1 －



「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  9,643,985 100.0

Ⅱ　売上原価  7,587,780 78.7

売上総利益  2,056,205 21.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,387,365 14.4

営業利益  668,840 6.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び受取配当金 26,829   

２．その他 62,399 89,230 0.9

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 8,388   

２．為替差損 30,049   

３．その他　 14,735 53,173 0.5

経常利益  704,897 7.3

Ⅵ　特別利益  42,786 0.4

Ⅶ　特別損失  31,188 0.3

税金等調整前中間純利益  716,494 7.4

法人税、住民税及び事業税 296,098   

法人税等調整額 △50,340 245,758 2.5

少数株主損失  △12,453 △0.1

中間純利益  483,190 5.0

－ 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 716,494

減価償却費 342,289

賞与引当金の増減額（減少：△） 123,782

退職給付引当金の増減額（減少：△） △2,114

為替差損益（差益：△）　 △23,559

売上債権の増減額（増加：△） 728,201

たな卸資産の増減額（増加：△）　 67,051

仕入債務の増減額(減少：△）　 △414,210

その他　 △276,789

小計 1,261,145

利息及び配当金の受取額　 26,795

利息の支払額　 △8,342

法人税等の支払額　 △143,162

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,136,435

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　 △1,033,836

有形固定資産の売却による収入　 43,910

その他　 6,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △983,357

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純増減額（減少：△）　 △82,909

長期借入金の返済による支出　 △92,000

親会社による配当金の支払額　 △94,296

その他　 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,301

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 116,045

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △177

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,619,073

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,618,895

－ 3 －



（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・加工品
（千円）

電子・医療部
品他（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 7,878,315 1,765,670 9,643,985 － 9,643,985

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 7,878,315 1,765,670 9,643,985 － 9,643,985

営業費用 7,167,344 1,404,131 8,571,475 403,670 8,975,145

営業利益 710,971 361,539 1,072,510 (403,670) 668,840

　

〔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）

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（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 6,687,185 669,316 2,287,483 9,643,985 － 9,643,985

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
461,201 1,068 1,914,221 2,376,490 (2,376,490) －

計 7,148,386 670,384 4,201,704 12,020,476 (2,376,490) 9,643,985

営業費用 6,305,640 570,200 4,097,236 10,973,077 (1,997,931) 8,975,145

営業利益 842,746 100,184 104,468 1,047,398 (378,558) 668,840

 

〔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）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 669,316 2,329,283 2,998,600

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 9,643,985

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
6.9 24.2 31.1

－ 4 －
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