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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 51,826 ― 177 ― 199 ― △350 ―

20年3月期第2四半期 50,532 14.8 209 △23.5 460 962.4 △276 ―

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 △1.62 ―

20年3月期第2四半期 △1.28 ―

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 108,998 26,438 23.9 120.57
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2四半期  26,074百万円 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 100,000 △7.6 1,200 △10.5 700 △20.3 300 △49.0 1.39

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４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４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。 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３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」をご覧ください。 
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 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2四半期 230,939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2四半期 216,273,833株 20年3月期第2四半期 216,287,522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の国内の経済環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場での混

乱による実体経済に与える影響が深刻さを増したうえ、原油等原材料や物価の高騰を主因として、企業収益が落

ち込んだほか、個人消費も低調に推移するなど、景気は後退局面に入りました。 

 このような情勢下、当社グループは、国内外の競争激化や市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発、

新製品の拡販に取り組むとともに、電装部品事業及び機器部品事業における海外生産体制の拡充に注力いたしま

した。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は518億26百万円（前年同期比2.6％増）となりました。 

  一方、損益面につきましては、一層のコスト低減に取り組みましたものの、建設・電販市場や半導体産業関連

市場において製品の需要と価格が落ち込んだこと等により、営業利益は１億77百万円（前年同期比15.2％減）、

経常利益は１億99百万円（前年同期比56.7％減）、四半期純損失は３億50百万円（前年同期は中間純損失２億76

百万円）となりました。 

  

   当社グループの事業別の状況は以下のとおりです。 

  

 [ケーブル事業] 

 通信用ケーブルでは、携帯電話事業者が積極的に設備投資を行っていることにより、携帯電話基地局向けの高

周波ケーブルの売上げが堅調に推移いたしました。しかしながら、電力用電線は、民間設備投資が一巡したこと

に加えて、景気後退に伴う建設需要の冷え込みにより建設用電線の受注が減少したうえ、銅価格の下落に伴い製

品の販売価格が下落したため、売上げが減少いたしました。この結果、ケーブル事業の売上高は255億15百万円

（前年同期比2.4％減）、営業利益は９億53百万円（同12.6％減）となりました。 

  

 [電装・光部品事業] 

 電装部品は、自動車用ハーネスやコネクタの海外での生産能力を増強したことにより、大幅に売上げが伸長い

たしました。また、光部品は、光増幅器の売上げが増加いたしましたが、半導体メーカーの設備投資減少の影響

を受けて、バンドルの売上げが減少いたしました。この結果、電装・光部品事業の売上高は196億11百万円(前年

同期比8.6％増)、営業損失は13億２百万円（前年同期は営業損失13億56百万円）となりました。 

  

 [機器部品事業] 

 Ｏリング等シール製品は、国内での半導体関連産業の設備投資が低調に推移したものの、海外市場においては

半導体関連産業向けの大型件名が順調に推移しましたため、売上げが増加いたしました。また、極細平角線（商

品名：MEXCEL）は、家庭用ゲーム機用、パソコン用等を中心に売上げが堅調に推移いたしました。この結果、機

器部品事業の売上高は71億７百万円（前年同期比6.9％増）となりましたが、売上品種構成の変化により営業利

益は６億12百万円（同28.0％減）となりました。 

  

 [先端製品事業] 

 ロードヒーティング、床暖房システムは、需要の低迷により受注が減少いたしました。しかし、前年度末日を

もって近紫外ＬＥＤ事業を事業譲渡した結果、研究開発費が減少し、先端製品事業の営業損失は82百万円（前年

同期は営業損失３億77百万円）となりました。 

  

  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

   当第２四半期における資産の残高は、1,089億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して47億84百万円減

少いたしました。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す。 

  負債の残高は、825億60百万円となり、前連結会計年度末と比較し、33億58百万円減少いたしました。主な要

因は、短期借入金、未払金の減少等によるものです。 

 純資産の残高は、264億38百万円となり、前連結会計年度末と比較し、14億25百万円減少いたしました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   第３四半期以降は、引き続き半導体業界の不況と景気後退による建設需要の冷え込みに加え、銅の価格が急落

したことによる売上高の減少と採算悪化等が見込まれるため、売上高は1,000億円、営業利益12億円、経常利益

７億円、当期純利益３億円と予想しております。 

 なお、平成20年５月16日に発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

   

 （通期）  

  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

 前回発表予想（Ａ） 103,000 2,200 1,400 750 3.47

 今回修正予想（Ｂ） 100,000 1,200 700 300 1.39

 増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △1,000 △700 △450 ―

 増減率（％） △2.9 △45.5 △50.0 △60.0 ―

 前期実績 108,251 1,340 878 588 2.72



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２四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出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、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、営業利益は101百万円減少し、税金等調整前四半期純

損失が300百万円増加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。 

   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、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。 

 なお、リース取引開始日が当該会計基準等の適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 

 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 

 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 5,047 6,053

受取手形及び売掛金 27,932 32,034

商品及び製品 6,768 5,224

仕掛品 6,672 6,204

原材料及び貯蔵品 8,812 7,877

その他 5,461 7,754

貸倒引当金 △321 △454

流動資産合計 60,372 64,694

固定資産   

有形固定資産 29,760 29,719

無形固定資産 685 749

投資その他の資産   

その他 18,348 18,828

貸倒引当金 △168 △208

投資その他の資産合計 18,179 18,619

固定資産合計 48,625 49,088

資産合計 108,998 113,782

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,520 21,376

短期借入金 33,685 35,396

未払法人税等 198 267

その他 7,459 11,069

流動負債合計 61,863 68,109

固定負債   

長期借入金 11,612 9,197

退職給付引当金 7,779 7,346

その他の引当金 177 225

その他 1,126 1,041

固定負債合計 20,696 17,809

負債合計 82,560 85,919



（単位：百万円）

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) 

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 2,082 2,862

自己株式 △29 △27

株主資本合計 24,520 25,302

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,770 1,720

繰延ヘッジ損益 △264 119

為替換算調整勘定 48 144

評価・換算差額等合計 1,554 1,984

少数株主持分 363 576

純資産合計 26,438 27,863

負債純資産合計 108,998 113,782



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 51,826

売上原価 43,992

売上総利益 7,834

販売費及び一般管理費 7,656

営業利益 177

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 60

持分法による投資利益 191

その他 388

営業外収益合計 678

営業外費用  

支払利息 499

その他 156

営業外費用合計 656

経常利益 199

特別利益  

固定資産売却益 58

投資有価証券売却益 22

貸倒引当金戻入額 79

その他 17

特別利益合計 178

特別損失  

減損損失 11

固定資産処分損 11

たな卸資産評価損 300

環境対策費用 125

その他 33

特別損失合計 482

税金等調整前四半期純損失（△） △104

法人税、住民税及び事業税 177

法人税等調整額 68

法人税等合計 246

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △350



  （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） 

（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．「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」に記載の通り、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、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）を適用してい

る。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ケーブルで

32百万円、電装・光部品で57百万円、機器部品で11百万円それぞれ減少している。 

  

【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)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)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 
24,660 19,606 7,107 452 51,826 － 51,826 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

854 5 － 2 861 △861 － 

計 25,515 19,611 7,107 454 52,688 △861 51,826 

営業利益（又は営業損失

△） 
953 △1,302 612 △82 180 △3 177 

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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   50,532 100.0 

Ⅱ 売上原価   42,774 84.6 

売上総利益   7,758 15.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,548 15.0 

営業利益   209 0.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息及び配当金 113     

２．持分法による投資利益 295     

３．その他の営業外収益 571 980 1.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 494     

２．その他の営業外費用 235 729 1.4 

経常利益   460 0.9 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 17     

２．その他の特別利益 77 95 0.2 

Ⅶ 特別損失       

１．貸倒引当金繰入額 13     

２．減損損失 546     

３．その他の特別損失 40 600 1.2 

税金等調整前中間純損失   △44 △0.1 

法人税、住民税及び事業
税 138     

法人税等調整額 73 212 0.4 

少数株主利益   20 0.1 

中間純損失   △276 △0.5 

    



（２）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） 

（注）１．事業区分の方法 

         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。 

  

【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)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】 

   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)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。 

  
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 
25,502 18,062 6,646 321 50,532 － 50,532 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

627 2 － 2 632 △632 － 

計 26,129 18,065 6,646 323 51,164 △632 50,532 

営業費用 25,039 19,421 5,795 700 50,956 △634 50,322 

営業利益（又は営業損失

△） 
1,090 △1,356 850 △377 207 1 209 

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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