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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 402,546 ― △7,025 ― △9,020 ― △30,975 ―

20年3月期第3四半期 421,395 5.0 16,964 4.9 17,723 15.1 10,619 35.0

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3四半期 △85.20 ―

20年3月期第3四半期 29.22 29.20

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3四半期 346,228 160,092 45.4 432.05
20年3月期 370,127 200,842 53.3 543.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  157,059百万円 20年3月期  197,438百万円

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 ― 4.25 ― 4.25 8.50
21年3月期 ― 4.25 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 7.25

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 480,000 △15.2 △20,000 ― △23,000 ― △53,000 ― △145.79

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、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．将来に関する記述等についてのご注意 
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あたっての注意事項等については、４ページ「【定性的情報・
財務諸表等】 ３.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．四半期会計基準の適用について 
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。  

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3四半期  374,018,174株 20年3月期  374,018,174株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,497,439株 20年3月期  10,469,883株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  363,536,048株 20年3月期第3四半期  363,457,473株

- 1 -

haishima_takahiro
日立電線ロゴ



(参考)個別業績予想 
 
平成21年３月期の個別業績予想（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） 

 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 300,000 △14.1 △15,000 － △10,000 － △35,000 － △96 27 
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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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３四半期連結累計期間における売上高は、半導体市場や自動車市場向け製品の需要の冷え込みや、電線・ケー

ブル、伸銅品の主要な原材料である銅の価格が平成20年９月頃より急落したことに伴い販売価格が下落した影響等に

より4,025億46百万円となりました。 

また損益面でも、銅価急落により当第３四半期連結会計期間末にたな卸資産の評価損が発生したこと、半導体市場

や自動車市場向け製品の需要低迷により高機能材料事業を中心に利益構造が悪化したこと、及び法人税法改正を契機

に機械装置の耐用年数を見直したことに伴い減価償却費が増加したこと等により、営業損失は70億25百万円、経常損

失は90億20百万円となりました。 

さらに減損損失等を特別損失として計上したこと、及び繰延税金資産を取り崩し法人税等に計上したこと等により、

四半期純損失は309億75百万円となりました。 

 

 以下、事業の種類別セグメントごとに業績概況をご報告いたします。各セグメントの売上高は、セグメント間の内

部売上高又は振替高を含めております。 

 

電線・ケーブル事業 

 当セグメントの売上高は、主要な原材料である銅の価格が平成20年９月頃より急落している影響により販売価格が

下落したため、全体として低調に推移しています。製品別では、まず、産業用・電力用ケーブルにおいては第２四半

期連結累計期間（平成20年４月～９月）までは堅調に推移しましたが、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月～

12月）後半以降、建設向け需要の減速等の影響を受けました。巻線は自動車用電装部品向けが低調となったほか、機

器用電線及び配線部品も産業機械向けや民生機器向け等の需要停滞の影響を受けました。 

 この結果、当セグメントの売上高は2,075億80百万円となりました。 

また、当セグメントの営業利益は、売上が低調に推移したことに加え、銅価格急落によるたな卸資産評価損が発生

したことにより、５億９百万円となりました。 

 

情報通信ネットワーク事業 

 情報ネットワークは、第２四半期連結累計期間までは、通信事業者向け製品が好調であったことやインテグレーシ

ョン事業で大型案件が数多くあったことから堅調でした。ワイヤレスシステムは、携帯電話基地局向け製品を中心と

して順調に推移しました。光海底ケーブルは、円高の影響を受けたものの、旺盛な需要に支えられ、売上高は高水準

となりました。 

 この結果、当セグメントの売上高は621億60百万円となりました。 

また、当セグメントの営業利益は、34億８百万円となりました。 

 

高機能材料事業 

化合物半導体は、レーザーダイオードやＬＥＤ等の光デバイス用が低調に推移したことに加え、当第３四半期連結

会計期間後半からは携帯電話向け等の電子デバイス用も急落しました。 

半導体パッケージ材料は、液晶パネル向けＣＯＦ(Chip on Film)を中心に数量の減少及び販売価格の下落の影響を

受け低迷しました。 
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自動車用部品は、北米市場を中心とする需要の冷え込みの影響により振るいませんでした。 

伸銅品は、主要な材料である銅の価格が平成20年９月頃より急落している影響により、販売価格が下落したほか、

需要面でも半導体用銅条を中心に低調となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は1,503億62百万円となりました。 

また、当セグメントの営業損失は、全体的に売上が低調に推移したことに加え、伸銅品において銅価格急落による

たな卸資産評価損が発生したこと等により115億55百万円となりました。 

 

その他事業 

 当セグメントは、物流等の事業で構成されています。当セグメントの売上高は133億13百万円となりました。また、

当セグメントの営業利益は５億80百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

【連結貸借対照表】 

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、総資産が3,462億28百万円であり、前連結会計年度末より238

億99百万円減少しています。このうち、流動資産については、1,828億92百万円であり、前連結会計年度末より191億

86百万円減少しています。これは、主に受取手形及び売掛金が148億65百万円減少したことによるものです。また、

固定資産については、1,633億36百万円であり、前連結会計年度末より47億13百万円の減少となっております。これ

は、主に繰延税金資産が78億87百万円減少したことによるものです。 

 負債につきましては、1,861億36百万円であり、前連結会計年度末より168億51百万円増加しております。これは主

に、短期借入金が183億54百万円増加したことによるものです。 

 純資産につきましては、1,600億92百万円であり、前連結会計年度末より407億50百万円減少しております。これは、

主に利益剰余金が340億65百万円減少したことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の業績予想につきましては、平成21年１月23日に「通期

業績予想の修正並びに特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」として公表した予想から変更ご

ざいません。 

 

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 

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

の発生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、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おり、前連結会計年度以降に経営環境等、又は、一

時差異等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業
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績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっておりま

す。 

 

②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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低価法によっており

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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ934百万円増加しております。 

 

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 

  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行っております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

④「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

よっておりましたが、「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日以降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、リース取引開

始日が平成20年４月１日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。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
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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おります。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度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おります。 

当第３四半期連結累計会計期間においては、リース取引開始日が平成20年４月１日以降の所有権移転外

ファイナンス・リース取引はありませんでしたので、この変更による損益への影響はありません。 

 

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

在外子会社等の資産・負債及び収益・費用は、従来、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より収益・費用は原則法である期中平均為替相場により円貨に換算してお

ります。 

この変更は、連結会計年度を通じて発生する収益及び費用の換算において、連結会計年度の為替相場の

変動を連結財務諸表に適正に反映させ、企業状況をより実状に即して表示するために行なったものであり

ます。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

(追加情報) 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、機械装置の耐用年数について法人税法の改正を契機に見直しを行った結果、

主に製品のライフサイクルの短縮化により、設備改造や更新が従来にも増して短期間に行われることが見込

まれることとなったため、第１四半期連結会計期間よりこれらを反映した耐用年数に変更しております。 

 この結果、従来と比較して、営業損失は2,066百万円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それ

ぞれ2,102百万円増加しております。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,625 9,902

受取手形及び売掛金 100,376 115,241

有価証券 250 －

製品 13,864 13,990

原材料 12,888 12,348

仕掛品 29,249 33,434

繰延税金資産 1,826 5,052

その他 14,317 12,774

貸倒引当金 △503 △663

流動資産合計 182,892 202,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 115,024 109,697

減価償却累計額 △66,792 △65,584

建物及び構築物（純額） 48,232 44,113

機械、運搬具及び工具器具備品 284,069 279,240

減価償却累計額 △229,735 △223,129

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 54,334 56,111

土地 10,296 9,143

建設仮勘定 10,065 7,875

有形固定資産合計 122,927 117,242

無形固定資産   

のれん 1,946 －

その他 8,721 7,844

無形固定資産合計 10,667 7,844

投資その他の資産   

投資有価証券 15,684 20,161

長期貸付金 2,566 3,020

前払年金費用 3,582 4,259

繰延税金資産 2,574 10,461

その他 7,839 7,919

貸倒引当金 △2,503 △2,857

投資その他の資産合計 29,742 42,963

固定資産合計 163,336 168,049

資産合計 346,228 370,127
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 63,436 78,385

短期借入金 32,803 14,449

未払法人税等 1,224 2,743

その他 30,573 28,528

流動負債合計 128,036 124,105

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 23,526 18,500

繰延税金負債 4,027 379

退職給付引当金 21,991 20,042

役員退職慰労引当金 924 851

持分法適用に伴う負債 542 －

その他 2,090 408

固定負債合計 58,100 45,180

負債合計 186,136 169,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,948 25,948

資本剰余金 31,530 31,534

利益剰余金 107,025 141,090

自己株式 △4,362 △4,356

株主資本合計 160,141 194,216

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △148 1,517

繰延ヘッジ損益 △362 351

為替換算調整勘定 △2,572 1,354

評価・換算差額等合計 △3,082 3,222

少数株主持分 3,033 3,404

純資産合計 160,092 200,842

負債純資産合計 346,228 370,127
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 402,546

売上原価 366,967

売上総利益 35,579

販売費及び一般管理費 42,604

営業損失（△） △7,025

営業外収益  

受取利息 175

受取配当金 239

物品売却益 498

その他 1,272

営業外収益合計 2,184

営業外費用  

支払利息 1,218

持分法による投資損失 1,176

その他 1,785

営業外費用合計 4,179

経常損失（△） △9,020

特別利益  

前期損益修正益 68

投資有価証券売却益 24

その他 3

特別利益合計 95

特別損失  

減損損失 3,196

その他 1,193

特別損失合計 4,389

税金等調整前四半期純損失（△） △13,314

法人税等 17,391

少数株主利益 270

四半期純損失（△） △30,975
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
電線・ｹｰﾌﾞﾙ

事業 

(百万円) 

情報通信ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ事業 

(百万円)

高機能材料
事業 

(百万円)

その他事業

(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 

198,971  57,401 143,727 2,447 402,546  －  402,546 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

8,609  4,759 6,635 10,866 30,869  （30,869） － 

計 207,580  62,160 150,362 13,313 433,415  （30,869） 402,546 

営業利益（又は営業損失） 509  3,408 △11,555 580 △7,058  33  △7,025 

 

（注１） 事業区分の方法 

     事業区分は、当社製品等の製造方法等並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮してセグメンテーション 

しております。 

 

（注２） 各事業区分の主要製品 
 

事 業 区 分 主  要  製  品 

電線・ケーブル事業 
産業用ｹｰﾌﾞﾙ、巻線、機器用電線、配線部品 

電力用ｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾙﾐ線、工事を含む） 他 

情報通信ネットワーク事業 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（情報ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ、光ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ） 

ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ（高周波・無線ｼｽﾃﾑ） 

通信ｹｰﾌﾞﾙ（光海底ｹｰﾌﾞﾙ、光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾒﾀﾙ通信ｹｰﾌﾞﾙ） 他 

高機能材料事業 

化合物半導体、自動車用部品（ﾎｰｽ、ｾﾝｻ等） 

半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ材料（TAB、ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑ） 

伸銅品（銅管、銅条、電気用伸銅品） 他 

その他事業 物流 他 
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【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
日本 

(百万円) 

その他 

(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 

309,884 92,662 402,546 －  402,546 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

28,578 5,660 34,238 （34,238） － 

計 338,462 98,322 436,784 （34,238） 402,546 

営業利益（又は営業損失） △7,699 426 △7,273 248  △7,025 

 

（注１） 当第３四半期連結累計期間において、「その他」に含まれるそれぞれの国又は地域の売上高が連

結売上高の各々10％未満のため、国又は地域別の記載を省略しております。 

 

（注２） 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。 

     その他・・・米国、タイ、中国等 

 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 アジア 北 米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 78,218 29,281 7,772  115,271 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  402,546 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

19.4 7.3 1.9  28.6 

 

（注１） 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 

（注２） 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

    (1) アジア・・・中国、韓国、タイ、シンガポール等 

    (2) 北 米・・・米国、カナダ 

    (3) その他・・・イタリア、イギリス等 

 

（注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。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前第３四半期にかかる連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結損益計算書 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31日） 

区分 
金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 421,395 100.0

Ⅱ 売上原価 364,817 86.6

   売上総利益 56,578 13.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 39,614 9.4

   営業利益 16,964 4.0

Ⅳ 営業外収益 

   （受取利息及び配当金） 305

   （持分法投資利益） 1,881

   （雑収益） 2,416 4,602 1.1

Ⅴ 営業外費用 

   （支払利息） 1,090

   （雑損失） 2,753 3,843 0.9

   経常利益 17,723 4.2

Ⅵ 特別利益 

   （固定資産売却益） 294

   （投資有価証券売却益） 2

   （その他） 328 624 0.2

Ⅶ 特別損失 

   （減損損失） 417

   （事業構造改善費） 77

   （その他） 284 778 0.2

   税金等調整前四半期純利益 17,569 4.2

   法人税、住民税及び事業税 4,434

   法人税等調整額 2,014 6,448 1.6

   少数株主利益（減算） 502 0.1

   四半期純利益 10,619 2.5

 

 
 
 

（2）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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（3）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 

電線・ｹｰﾌﾞﾙ

事業 

（百万円）

情報通信ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ事業 

（百万円）

高機能材料

事業 

（百万円）

その他事業

（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 
212,732 57,728 148,512 2,423 421,395  － 421,395 

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
8,630 5,692 5,907 10,310 30,539  （30,539） － 

計 221,362 63,420 154,419 12,733 451,934  （30,539） 421,395 

営業費用 212,815 58,815 151,040 12,289 434,959  （30,528） 404,431 

営業利益 8,547 4,605 3,379 444 16,975  （11） 16,964 

 

 

（注１）事業区分の方法 

        事業区分は、当社製品等の製造方法等並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮してセグメンテーショ

ンしております。 

 

（注２）各事業区分の主要製品 
 

事 業 区 分 主  要  製  品 

電線・ケーブル事業 
産業用ｹｰﾌﾞﾙ、巻線、機器用電線、配線部品、 

電力用ｹｰﾌﾞﾙ（ｱﾙﾐ線、工事を含む） 他 

情報通信ネットワーク事業 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（情報ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ、光ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ） 

ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ（高周波・無線ｼｽﾃﾑ）、 

通信ｹｰﾌﾞﾙ（光海底ｹｰﾌﾞﾙ、光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾒﾀﾙ通信ｹｰﾌﾞﾙ） 他 

高機能材料事業 

化合物半導体、自動車用部品（ﾎｰｽ、ｾﾝｻ等）、 

半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ材料（TAB、ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑ） 

伸銅品（銅管、銅条、電気用伸銅品） 他 

その他事業 物流 他 

 

（注３）営業費用は、すべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目

に含めたものはありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 
日本 

（百万円）

その他 

（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 331,440 89,955 421,395 －  421,395 

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
30,422 5,923 36,345 （36,345） － 

計 361,862 95,878 457,740 （36,345） 421,395 

営業費用 347,282 93,466 440,748 （36,317） 404,431 

営業利益 14,580 2,412 16,992 （28） 16,964 

 

（注１）前第３四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）において、「その他」に含まれる

それぞれの国又は地域の売上高が連結売上高の各々10％未満のため、国又は地域別の記載を省略

しました。 

 

 （注２）本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳 

     その他・・・米国、タイ、中国等 

 

 （注３）営業費用は、すべて各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全

社」の項目に含めたものはありません。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 アジア 北 米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 86,155 28,279 5,465  119,899 

Ⅱ 連結上高（百万円） － － －  421,395 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
20.4 6.7 1.4  28.5 

 

（注１）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 

（注２）各区分に属する主な国又は地域は次のとおりです。 

   (1) アジア……中国、韓国、タイ、シンガポール等 

   (2) 北 米……米国、カナダ 

   (3) その他……イタリア、イギリス等 

 

（注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。 
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