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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 14,728 ― 517 ― 484 ― 354 ―

20年3月期第3四半期 15,092 0.2 1,036 △5.9 1,092 △1.0 766 6.4

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 43.23 42.06
20年3月期第3四半期 97.16 93.74

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 21,911 14,210 64.7 2,053.80
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3四半期  14,176百万円 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  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 ― 12.00 20.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 14.00

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 18,100 △11.0 530 △61.1 430 △66.2 310 △65.2 40.01

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） 

 

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3四半期  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3四半期  1,639,317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3四半期  8,206,455株 20年3月期第3四半期  7,894,280株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋の米国大手証券会社の破綻を契機に深刻化した金融危機

が、株価の下落、急激な為替変動を伴い、実体経済へ急速かつ大きく打撃を与えております。企業の設備投資、輸

出、個人消費など経済指標は総じて悪化しており景気減速の底打ちが見えない状況です。 

 また、欧米経済の景気は悪化の一途を辿っており、先行きについては、金融危機の影響により、一層厳しさが増す

リスクがあるという見方もあります。またアジア経済についても成長が鈍化しており、世界的な規模で急激に需要が

冷え込みました。 

 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、パソコン、ＡＶ機器、自動車など、幅広

い産業における生産調整や設備投資抑制などが、特に第３四半期に入り加速しております。 

 このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高147億28百万円（前年同期比2.4％減）、営業利

益５億17百万円（同50.1％減）、経常利益４億84百万円（同55.7％減）、四半期純利益３億54百万円（同53.7％減）

となりました。  

  

 当第３四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12億46百万円減少し219億11百万円となりまし

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12億43百万円減少しました。 

 当第３四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12億５百万円増加し77億１百万円となりま

した。主な要因は、自社株式の取得に伴う短期借入金が19億46百万円増加、古河事業所の再構築に伴う支払いによ

り未払金が７億円42百万円減少しました。 

 当第３四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24億51百万円減少し142億21百万円となり

ました。主な要因は、自己株式の取得に伴い自己株式が21億94百万円増加、円高に伴い為替換算調整勘定が３億７

百万円減少しました。 

 （キャッシュ・フローについて） 

 当第３四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11億33百万円減少し、21億68百万円（前連結会計年度比34.3％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、６億22百万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５億12百万円、減価償却費６億41百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加４億17百万円であ

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、11億15百万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14億82百万円、投資有価証券売却による収入３億75百万円であります。 

（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、４億57百万円の資金の支出となりました。 主な要因は、自己株式の取得

による支出21億94百万円、配当金の支払額１億70百万円、短期借入れによる収入20億円であります。 

  

  

 通期業績予想の見直しを行い、平成20年10月31日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました。詳細

は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

該当事項はありません。 

  

   

 当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し帳簿で計上する方法を採用して

おります。 

  

  

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） 

（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 

（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３四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42百万円減少 

し、税金等調整前四半期純利益は１億６百万円減少しております。 



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 2,645,341 3,888,568

受取手形及び売掛金 6,710,386 6,506,326

有価証券 3,368 3,358

商品 119,850 189,113

製品 897,738 1,045,910

半製品 351,089 332,537

原材料 1,404,961 1,268,396

仕掛品 569,045 591,457

貯蔵品 58,631 65,531

繰延税金資産 217,444 167,765

その他 462,371 323,732

貸倒引当金 △2,004 △2,131

流動資産合計 13,438,223 14,380,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,349,771 1,516,575

機械装置及び運搬具（純額） 1,861,370 1,974,040

その他（純額） 1,549,723 3,435,005

有形固定資産合計 6,760,866 6,925,621

無形固定資産 98,691 104,415

投資その他の資産 1,613,918 1,747,279

固定資産合計 8,473,475 8,777,316

資産合計 21,911,699 23,157,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,752,688 2,736,782

短期借入金 2,212,028 266,005

未払法人税等 103,629 192,101

賞与引当金 271,765 174,673

未払費用 474,626 439,550

未払金 133,506 876,366

その他 137,161 128,282

流動負債合計 6,085,406 4,813,763

固定負債   

長期借入金 35,000 87,500

退職給付引当金 1,267,060 1,264,727

役員退職慰労引当金 238,972 236,875

負ののれん 38,490 54,986



（単位：千円）

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) 

その他 36,459 37,768

固定負債合計 1,615,984 1,681,858

負債合計 7,701,390 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 13,607,807 13,451,764

自己株式 △2,243,202 △48,900

株主資本合計 14,321,770 16,360,030

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,446 55,865

繰延ヘッジ損益 △6,867 －

為替換算調整勘定 △103,950 203,930

評価・換算差額等合計 △145,264 259,796

少数株主持分 33,803 42,436

純資産合計 14,210,308 16,662,263

負債純資産合計 21,911,699 23,157,884



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 14,728,440

売上原価 12,140,262

売上総利益 2,588,178

販売費及び一般管理費 2,070,534

営業利益 517,643

営業外収益  

受取利息 28,473

受取配当金 9,736

負ののれん償却額 16,496

その他 24,036

営業外収益合計 78,742

営業外費用  

支払利息 12,160

開業費償却 5,471

固定資産除却損 11,868

為替差損 75,033

その他 7,465

営業外費用合計 111,999

経常利益 484,387

特別利益  

投資有価証券売却益 334,232

貸倒引当金戻入額 8,990

役員退職慰労引当金戻入額 1,810

特別利益合計 345,032

特別損失  

固定資産除却損 174,750

たな卸資産評価損 64,430

投資有価証券評価損 78,154

特別損失合計 317,335

税金等調整前四半期純利益 512,085

法人税、住民税及び事業税 157,713

法人税等調整額 4,288

法人税等合計 162,001

少数株主損失（△） △4,681

四半期純利益 354,765



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 512,085

減価償却費 641,409

賞与引当金の増減額（△は減少） 97,476

為替差損益（△は益） 52,422

売上債権の増減額（△は増加） △417,236

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,351

仕入債務の増減額（△は減少） 244,588

その他 △248,202

小計 885,894

利息及び配当金の受取額 38,734

利息の支払額 △14,240

法人税等の支払額 △287,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,713

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 110,000

有形固定資産の取得による支出 △1,482,832

有形固定資産の売却による収入 14,201

無形固定資産の取得による支出 △3,780

投資有価証券の取得による支出 △100,288

投資有価証券の売却による収入 375,322

その他 △28,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,115,909

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △93,000

自己株式の取得による支出 △2,194,302

配当金の支払額 △170,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △457,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 △182,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,133,216

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 2,168,710



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

  

  

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） 

  

  

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） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  11,962,217  2,766,223  14,728,440 －  14,728,440

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  11,962,217  2,766,223  14,728,440 －  14,728,440

営業利益  650,997  425,156  1,076,153  △558,510  517,643

〔所在地別セグメント情報〕 

  
 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  9,308,164  921,819  4,498,457  14,728,440 －   14,728,440

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 592,593  572  2,405,363  2,998,529  △2,998,529 － 

計  9,900,757  922,391  6,903,820  17,726,970  △2,998,529  14,728,440

営業利益  937,710  95,356  33,919  1,066,985  △549,342  517,643

〔海外売上高〕 

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  921,819  4,555,636  5,477,455

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  14,728,440

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.3  30.9  37.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年11月5日開催の取締役会の決議に基づく同年11月6日の自己株式取得（1,600,000株、

2,193,600千円）を含め、当第３四半期連結会計期間において自己株式を1,600,652株、2,194,230千円取得しま

した。この結果、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は1,639,317株、2,243,202千円となっておりま

す。 



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  15,092,270

Ⅱ 売上原価  11,928,179

売上総利益  3,164,090

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,127,160

営業利益  1,036,930

Ⅳ 営業外収益  139,260

 受取利息及び受取配当金  46,756

 その他   92,504

Ⅴ 営業外費用  83,927

 支払利息   11,959

 為替差損   42,521

 その他   29,446

経常利益  1,092,262

Ⅵ 特別利益  42,810

Ⅶ 特別損失  31,603

税金等調整前四半期純利益  1,103,469

税金費用  348,518

 少数株主損失   12,034

四半期純利益  766,985



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期(当期)純利益   1,103,469

 減価償却費   525,941

 賞与引当金の増減額(減少：△)   101,202

 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △7,111

 為替差損益(差益：△)   10,535

 売上債権の増減額(増加：△)  △101,612

 たな卸資産の増減額(増加：△)  △106,686

 仕入債務の増減額(減少：△)   192,383

 その他  △266,779

小計  1,451,357

 利息及び配当金の受取額   46,235

 利息の支払額  △11,896

 法人税等の支払額  △273,768

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,211,927

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出  △30,000

 有形固定資産の取得による支出  △1,804,207

 有形固定資産の売却による収入   49,009

 その他   24,923

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,760,274

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：△)  △82,750

 長期借入金の返済による支出  △125,500

 株式の発行による収入  713,760

 親会社による配当金の支払額  △157,160

 その他  △443

財務活動によるキャッシュ・フロー  347,906



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△22,863

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△223,304

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期末
残高  2,395,768



前第67期四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）               （単位：千円） 

  

前第67期四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）               （単位：千円）

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  電線・加工品 電子・医療部品他 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する売上高  12,351,284  2,740,985  15,092,270 －   15,092,270

営業費用  11,322,497  2,110,640  13,433,138   622,201  14,055,340

営業利益  1,028,786  630,345  1,659,132  (622,201)  1,036,930

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

（1）外部顧客に対する売上高  10,077,795  980,758  4,033,715  15,092,270     －  15,092,270

（2）セグメント間の内部売上  

   高又は振替高 
 794,669  1,074  2,795,333  3,591,077  (3,591,077)     － 

計  10,872,465  981,833  6,829,049  18,683,348  (3,591,077)  15,092,270

営業費用  9,605,188  870,915  6,622,326  17,098,430  (3,043,090)  14,055,340

営業利益  1,267,276  110,917  206,722  1,584,917  (547,987)  1,036,930

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）（単位：千円） 

  

  北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  984,520  4,096,523  5,081,043

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  15,092,270

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.5  27.1  33.7
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