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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 89,412 △17.4 △4,706 ― △6,619 ― △17,640 ―

20年3月期 108,251 14.1 1,340 50.2 878 51.0 588 40.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △81.57 ― △105.3 △6.8 △5.3

20年3月期 2.72 ― 2.1 0.7 1.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △1,479百万円 20年3月期  376百万円

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 81,693 6,645 7.6 28.80
20年3月期 113,782 27,863 24.0 126.17

（参考） 自己資本  21年3月期  6,227百万円 20年3月期  27,287百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △141 △2,637 3,074 6,186
20年3月期 1,466 △869 △1,824 5,961

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 432 73.4 1.5
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

30,000 △42.1 △800 ― △1,200 ― △1,400 ― △6.47

通期 66,500 △25.6 1,100 ― 600 ― 200 ― 0.92



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は19ページ「(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については27ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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 236,929株 20年3月期 214,243株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 80,291 △18.1 △4,992 ― △4,994 ― △19,506 ―

20年3月期 97,993 16.6 1,932 8.4 1,255 △22.6 792 6.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △90.18 ―

20年3月期 3.66 ―

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 73,861 4,625 6.3 21.39
20年3月期 107,561 26,497 24.6 122.50

（参考） 自己資本 21年3月期  4,625百万円 20年3月期  26,497百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 



(1）経営成績に関する分析 

   ①当期の経営成績 

当連結会計年度の景気動向は、昨年９月以降の米国に端を発した金融危機が世界経済に波及したことにより国内

外の需要が急激に落ち込み、企業の設備投資の抑制や生産・雇用の調整が進んだことから、国内経済が急速に悪化

いたしました。 

このような情勢下、当社といたしましては、外部環境の急激な悪化に対応すべく、生産体制や投資計画の見直

し、固定費の大幅な圧縮等を実行するとともに、当社グループ全体の効率化を図るために子会社の再編・統合を進

めました。特に収益悪化の要因となりました電装部品事業について、国内の生産拠点を集約・再編したほか、国内

外において人員削減を行うなど、抜本的な構造改革を実施いたしました。 

さらに、社会のニーズに対応した新技術の開発、新製品の拡販にも注力し、収益の確保に注力いたしました。 

しかしながら、当連結会計年度は、自動車産業及び半導体関連産業の不振や、民間設備投資の抑制の影響に加

え、銅価格の下落に伴う製品販売価格の低下の影響もあり、当連結会計年度の売上高は894億12百万円（前年度比

17.4％減）となりました。 

損益面につきましては、上記のとおりコスト削減等の諸施策を実施いたしましたものの、とりわけ下期における

売上高の急激な減少の影響が極めて大きく、営業損失は47億６百万円（前年度は営業利益13億40百万円）、経常損

失は持分法適用関連会社の業績の悪化に伴い持分法投資損失14億79百万円を計上したことなどにより66億19百万円

（前年度は経常利益８億78百万円）となりました。さらに、特別損失として減損損失等65億93百万円を計上いたし

ましたほか、将来の利益計画の見直しも含めて繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討いたしました結果、繰延税

金資産43億99百万円を取り崩して法人税等調整額に計上いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の当期純損失は176億40百万円（前年度は当期純利益５億88百万円）となりました。

また、当社単独決算では、売上高は802億91百万円（前年度比18.1％減）、経常損失は49億94百万円（前年度は経

常利益12億55百万円）、当期純損失は195億６百万円（前年度は当期純利益７億92百万円）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］ 

ケーブル事業は、携帯電話事業者の積極的な設備投資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増

加いたしました。しかしながら、建設用電線の売上げは景気後退に伴う需要の伸び悩みや銅価下落に伴う製品の販

売価格の低下により減少し、また、光ファイバケーブルにつきましても、国内需要の低迷により売上げが減少いた

しました。この結果、ケーブル事業の売上高は458億42百万円（前年度比16.0％減）、営業利益は１億92百万円（前

年度比93.0％減）となりました。 

    ［電装・光部品事業］ 

電装・光部品事業は、世界的な自動車産業の減産の影響により、自動車用ハーネス、電子部品ともに売上げが減

少いたしました。また、半導体関連産業向けの光部品の売上げも減少いたしました。この結果、電装・光部品事業

の売上高は314億15百万円（前年度比20.3％減）、営業損失は55億62百万円（前年度は営業損失24億44百万円）とな

りました。 

 ［機器部品事業］ 

機器部品事業は、景気の落ち込みによる企業の設備投資抑制の影響を受け、主力製品であるＯリング等シール製

品の売上げが、半導体関連産業及び油空圧関連産業向けを中心に減少したうえ、自動車用部品の売上げも減少いた

しました。また、デジタル家電の販売減少の影響を受け、極細平角線（商品名：ＭＥＸＣＥＬ）の売上げも減少い

たしました。この結果、機器部品事業の売上高は121億93百万円（前年度比15.4％減）、営業利益は７億12百万円

（前年度比58.8％減少）となりました。 

 ［先端製品事業］ 

先端製品事業は、床暖房システムやロードヒーティングの売上げが需要の低迷と競争激化に伴う販売価格の下落

により減少いたしました。また、前連結会計年度末日をもって近紫外ＬＥＤ事業を事業譲渡したこともあり、先端

製品事業の売上高は11億47百万円（前年度比15.4％減）、営業損失は56百万円（前年度は営業損失６億86百万円）

となりました。 

  

     ②次期（平成22年3月期）の見通し 

今後の見通しといたしましては、国内においても個人消費や民間設備投資の低迷が続くことが懸念され、当社グ

ループを取り巻く経営環境につきましても、あらゆる分野にわたってかつてない厳しい状況となっており、この回

復には、なお時間を要することが予想されます。 

当社といたしましては、後述の「３．経営方針(2)会社の対処すべき課題等」に記載の諸施策を実行してまいりま

すが、次期(平成22年３月期)の連結業績につきましては、売上高665億円、営業利益11億円、経常利益６億円、当期

純利益２億円を予想しております。 

１．経営成績



  

(2）財政状態に関する分析 

  ①資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産の残高は446億86百万円となり、前連結会計年度と比較して200億７百万円減

少いたしました。主な要因は受取手形及び売掛金、未収入金等が減少したことによるものです。また、固定資産の

残高は370億７百万円となり、前連結会計年度と比較して120億81百万円減少いたしました。主な要因は投資有価証

券、繰延税金資産が減少したことによるものです。 

  

②負債の状況 

当連結会計年度末における流動負債の残高は534億55百万円となり、前連結会計年度と比較して146億53百万円減少

いたしました。これは支払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。固定負債の残高は、215億92百万円とな

り、前連結会計年度と比較して37億82百万円増加いたしました。これは長期借入金、退職給付引当金等の増加が主な

要因であります。 

  

③純資産の状況 

当連結会計年度末における純資産の残高は66億45百万円となり、前連結会計年度と比較して212億18百万円減少いた

しました。これは、損失計上による利益剰余金の減少、評価・換算差額等の減少が主な原因であります。 

  

④キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは１億41百万円の支出（前連結会計年度は14億66百万

円の収入）となりました。主な要因は、売上債権の減少による資金の増加が133億71百万円あったものの、仕入債務の

減少による資金の減少が107億43百万円、未払費用の減少による資金の減少が12億６百万円、利息の支払が９億25百万

円、法人税等の支払が２億35百万円あったこと等によるものです。 

  

（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26億37百万円の支出（前連結会計年度は８億69百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が37億69百万円あったものの、有形固定資産の売却のための土壌改

良支出が38億99百万円、有形固定資産の取得による支出が23億２百万円あったこと等によるものです。 

  

（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30億74百万円の収入（前連結会計年度は18億24百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、長期借入金の返済による支出が32億98百万円あったものの、長期借入れによる収入が60億24百万円

あったこと等によるものです。 

  

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、61億86百万円（前連結会計年度は59億61百万円）

となり、前連結会計年度末に比べ２億25百万円の増加となりました。 

  

1)自己資本比率：自己資本／総資産 

2)時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

3)キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

4)インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

キャッシュ・フローの関連指標の推移 
平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

自己資本比率 22.0％ 25.7％ 24.4％ 24.0％ 7.6％

時価ベースの自己資本比率 26.1％ 44.9％ 33.6％ 27.0％ 19.3％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 △35.4年 34.9年 △5.9年 30.4年 △339.8年

インタレスト・カバレッジ・レシオ △1.9倍 1.8倍 △11.2倍 1.4倍 △0.2倍



３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

    ております。 

        ４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

      す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分に関しては、長期に安定的な経営基盤を確保するため、財務体質の強化と今後の事業展開等を総

合的に勘案し、適正な内部留保の確保と、安定的な配当を実現することを基本方針としております。 

しかしながら、当社の当期の業績は、「(1)経営成績に関する分析①当期の経営成績」に記載のとおり、当期純損

益段階で大幅な赤字を計上いたしました。このような事情により、株主配当金につきましては、誠に遺憾ながら無

配とせざるを得なくなりました。株主の皆様方には誠に申し訳なく、衷心よりお詫び申し上げます。次期（平成22

年３月期）につきましても、引き続き無配を予想しております。 

何卒事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。   

  



 当社グループは、当社、子会社28社及び関連会社11社により構成されており、『ケーブル事業』、『電装・光部品事

業』、『機器部品事業』、『先端製品事業』の４部門にわたって、製品の開発、製造、販売等を展開しております。 

各事業における当社及び当社グループ各社の位置付け等は次のとおりです。 

  

[事業系統図]（平成21年３月31日現在） 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、社会が必要とする技術や製品の研究開発に取り組み、より優れた製品・サービスを提供すること

により、顧客の信頼を得るとともに、人々の生活の向上と社会の発展に貢献したいと考えております。 

また、透明・健全でチャレンジ精神を持った事業活動を通じて、株主、顧客、ユーザー、従業員、取引先、地域

社会、その他あらゆるステークホルダー（利害関係者）の期待に応え、企業価値の向上と永続的な発展、そして社

会的責任を果たしてまいりたいと存じます。 

  

(2）目標とする経営指標 

①当社グループの課題 

当社グループでは、徹底的な固定費の削減等の諸施策を速やかに実施し、業績の回復に注力してまいります。 

また、社会のニーズや市場動向を見据えながら、将来にわたる収益基盤強化のため、次のとおり、既存事業の

「選択と集中」を推進するとともに、環境関連製品、次世代情報通信関連製品、高機能製品といった成長分野での事

業展開を強化して収益の安定化を図ってまいります。 

まず、ケーブル事業につきましては、電力用電線需要の回復見通しが極めて不透明な状況の中、積極的な営業活

動を展開して販路の拡大に努めるとともに、太陽光発電関連部品、高速鉄道向け特殊電線類、次世代携帯電話規格用

高周波ケーブル、特殊光ファイバ局内ケーブル（商品名：ＴＯＵＧＨＢＥＮＤ）等の新製品の早期の市場投入を図っ

てまいります。 

次に、電装・光部品事業につきましては、自動車メーカーの大幅な減産に対応するため、国内外の事業体制の抜

本的な見直しを行い、機動力ある効率的な生産拠点の再構築を実施してまいります。また、光部品におきましては、

トップハット型レーザガイド、医療用レーザガイド及びデジタル家電用光部品等、当社の技術力を生かした製品の開

発・市場投入を促進し、国内外市場での新規顧客の獲得に注力してまいります。 

 さらに、機器部品事業につきましては、航空・宇宙産業用や半導体産業向けの高品質シール製品の販売促進に努め

るとともに、製品の更なる高機能化を進め、民間航空機分野や民生部品分野等の新規市場の開拓を図ってまいりま

す。また、耐熱性に優れた極細平角線（商品名：ＭＥＸＣＥＬ）等、社会的ニーズのある製品の拡販に努めてまいり

ます。 

  

②内部統制の強化 

 去る平成21年１月29日に、当社の持分法適用関連会社である株式会社エクシムが、高圧電力ケーブルに関してカル

テルを行った疑いがあるとして公正取引委員会の立入検査を受けました。これを受けて当社は、同社に対し事実関係

の把握に努めること及び公正取引委員会の検査に全面協力して適切な対応を取ることを要請しております。 

当社グループといたしましては、本件のような事態を厳粛に受け止め、当社グループ役職員におけるコンプライ

アンスの徹底のみならず内部監査体制の一層の充実を図り、法令遵守体制及び不正防止の仕組みのさらなる強化を

推進し、企業価値の向上に努めてまいる所存です。   

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,053 6,244

受取手形及び売掛金 32,034 18,067

たな卸資産 19,306 －

商品及び製品 － 5,317

仕掛品 － 4,310

原材料及び貯蔵品 － 6,221

繰延税金資産 590 843

短期貸付金 9 4

未収入金 6,279 3,259

その他 875 746

貸倒引当金 △454 △328

流動資産合計 64,694 44,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,009 8,161

機械装置及び運搬具（純額） 6,921 5,464

土地 9,140 8,912

リース資産（純額） － 80

建設仮勘定 1,967 953

その他（純額） 2,681 1,103

有形固定資産合計 29,719 24,676

無形固定資産   

その他 749 571

無形固定資産合計 749 571

投資その他の資産   

投資有価証券 9,548 6,792

長期貸付金 3,338 3,765

繰延税金資産 4,816 400

その他 1,124 1,054

貸倒引当金 △208 △249

投資損失引当金 － △4

投資その他の資産合計 18,619 11,759

固定資産合計 49,088 37,007

資産合計 113,782 81,693



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,376 9,915

短期借入金 35,396 36,626

未払金 5,876 2,578

未払費用 4,048 2,764

未払法人税等 267 178

繰延税金負債 － 0

その他 1,145 1,392

流動負債合計 68,109 53,455

固定負債   

長期借入金 9,197 11,291

繰延税金負債 470 479

退職給付引当金 7,346 8,160

役員退職慰労引当金 98 50

製品保証損失引当金 126 229

その他 571 1,381

固定負債合計 17,809 21,592

負債合計 85,919 75,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,278 19,278

資本剰余金 3,189 3,188

利益剰余金 2,862 △15,207

自己株式 △27 △29

株主資本合計 25,302 7,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,720 100

繰延ヘッジ損益 119 △285

為替換算調整勘定 144 △817

評価・換算差額等合計 1,984 △1,002

少数株主持分 576 418

純資産合計 27,863 6,645

負債純資産合計 113,782 81,693



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 108,251 89,412

売上原価 91,535 79,870

売上総利益 16,715 9,541

販売費及び一般管理費 15,375 14,248

営業利益又は営業損失（△） 1,340 △4,706

営業外収益   

受取利息及び配当金 270 181

持分法による投資利益 376 －

その他 498 818

営業外収益合計 1,145 1,000

営業外費用   

支払利息 1,020 953

持分法による投資損失 － 1,479

その他 586 479

営業外費用合計 1,607 2,912

経常利益又は経常損失（△） 878 △6,619

特別利益   

固定資産売却益 72 63

投資有価証券売却益 914 23

事業譲渡益 564 －

貸倒引当金戻入額 9 11

その他 253 107

特別利益合計 1,815 206

特別損失   

減損損失 929 4,624

特別退職金 － 942

その他 621 1,026

特別損失合計 1,550 6,593

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,143 △13,006

法人税、住民税及び事業税 294 230

法人税等調整額 189 4,399

法人税等合計 484 4,629

少数株主利益 70 4

当期純利益又は当期純損失（△） 588 △17,640



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 19,278 19,278

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,278 19,278

資本剰余金   

前期末残高 3,190 3,189

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 3,189 3,188

利益剰余金   

前期末残高 2,661 2,862

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 588 △17,640

連結子会社増加に伴う増加額 44 2

当期変動額合計 200 △18,070

当期末残高 2,862 △15,207

自己株式   

前期末残高 △24 △27

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △27 △29

株主資本合計   

前期末残高 25,105 25,302

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 588 △17,640

連結子会社増加に伴う増加額 44 2

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 196 △18,073

当期末残高 25,302 7,229



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,436 1,720

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,715 △1,620

当期変動額合計 △2,715 △1,620

当期末残高 1,720 100

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △42 119

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 △405

当期変動額合計 162 △405

当期末残高 119 △285

為替換算調整勘定   

前期末残高 120 144

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 △961

当期変動額合計 23 △961

当期末残高 144 △817

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,514 1,984

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,529 △2,987

当期変動額合計 △2,529 △2,987

当期末残高 1,984 △1,002

少数株主持分   

前期末残高 489 576

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 △157

当期変動額合計 87 △157

当期末残高 576 418



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 30,109 27,863

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 588 △17,640

連結子会社増加に伴う増加額 44 2

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,442 △3,145

当期変動額合計 △2,245 △21,218

当期末残高 27,863 6,645



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,143 △13,006

減価償却費 2,610 2,526

減損損失 929 4,624

持分法による投資損益（△は益） △376 1,479

退職給付引当金の増減額（△は減少） 658 777

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 △48

受取利息及び受取配当金 △270 △181

支払利息 1,020 953

投資有価証券売却損益（△は益） △914 △23

投資有価証券評価損益（△は益） 133 77

固定資産売却損益（△は益） △92 △96

売上債権の増減額（△は増加） △2,636 13,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,078 3,240

仕入債務の増減額（△は減少） △2,844 △10,743

未払費用の増減額（△は減少） 154 △1,206

その他 1,890 △910

小計 2,469 833

利息及び配当金の受取額 279 186

利息の支払額 △1,017 △925

法人税等の支払額 △264 △235

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,466 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 30 35

有形固定資産の取得による支出 △4,002 △2,302

有形固定資産の売却による収入 1,619 3,769

有形固定資産の売却のための土壌改良支出 △1,456 △3,899

投資有価証券の取得による支出 △1,266 △9

投資有価証券の売却による収入 1,781 264

貸付金の実行による支出 △9 △790

貸付金の回収による収入 1,279 350

子会社の清算による収入 － 115

事業譲渡に伴う資産売却による収入 1,126 －

子会社株式の取得による支出 － △105

その他 29 △67

投資活動によるキャッシュ・フロー △869 △2,637



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △3,403 685

長期借入れによる収入 4,380 6,024

長期借入金の返済による支出 △2,328 △3,298

少数株主からの払込みによる収入 － 122

配当金の支払額 △432 △432

少数株主への配当金の支払額 △35 △4

その他 △4 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,824 3,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,230 197

現金及び現金同等物の期首残高 7,140 5,961

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 50 27

現金及び現金同等物の期末残高 5,961 6,186



 該当事項はない。 

  

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

Ⅰ．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 20社 

 ①連結子会社の名称 

菱星電設㈱、菱星通信システム㈱、㈱菱星テクノシステム、菱星エンジニアリング㈱、菱星工業㈱、㈱ダイヤレッ

クス、菱星テクノパーツ㈱、菱星尼崎電線㈱、三菱電線工業販売㈱、花伊電線㈱、P.T.DIA ELECTRO CIRCUIT 

SYSTEMS INDONESIA、㈱ダイヤレッド、菱星運輸㈱、MCI＆TSH CO.,LTD.、ダイヤセルテック㈱、大連菱星汽車配件

有限公司、MITSUBISHI CABLE AMERICA, INC.、㈱アザミ精工、㈱山形レックス、上海菱秀商貿有限公司 

 ②連結の範囲の異動 

 ㈱山形レックスは重要性が増加したため、上海菱秀商貿有限公司を新規設立したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めている。 

また、菱星非鉄センター㈱は平成20年４月１日付で当社と合併している。 

(2)非連結子会社の数 8社 

 (主要な非連結子会社の名称) 

 日本ナショナルシール㈱ 

 (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社はいずれも小規模であり、かつ、全体としても資産総額、売上高、当期純損益のうち持分に見合う

額及び利益剰余金等のうち持分に見合う額が連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

外している。 

Ⅱ．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用非連結子会社の数 1社 

(会社の名称)  菱星ビジネスシステム㈱ 

(2) 持分法適用関連会社の数 8社 

(主要な会社の名称)日本ラインツ㈱、㈱フジクラ・ダイヤケーブル、㈱エクシム、大昌通信建設㈱、倉茂電工㈱ 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち、主要な会社の名称及び持分法を適用しなかった理由 

  適用外の非連結子会社（菱星工事㈱等7社）及び関連会社（丸吉電機㈱、赤司製線㈱等3社）についてはそれぞれ

連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法適用範囲

から除外した。 

Ⅲ．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうちP.T.DIA ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA、MCI＆TSH CO.,LTD.、大連菱星汽車配件有限公

司、上海菱秀商貿有限公司、及びダイヤセルテック㈱の決算日は12月31日である。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用している。ただし、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしている。 

Ⅳ．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

(ア)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法（持分法を適用しているものを除く） 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②デリバティブ 

     時価法 



③たな卸資産 

 評価基準は原価法（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）によっている。 

原材料及び仕掛品の一部は総平均法、貯蔵品の一部は後入先出法、その他のたな卸資産については総平均法。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

建物及び構築物は主として定額法、その他は定率法によっている。 

なお、主な耐用年数は次のとおりである。 

建物及び構築物   ３年～47年 

機械装置及び運搬具 ２年～15年 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の税制改正により、機械装置を中心に耐用年数の見直しが行われて

いるが、従来より適用している耐用年数が当該資産の使用実態を適切に反映しているため、改正前の耐用年数

を使用している。 

②無形固定資産 

定額法によっている。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。 

③リース資産（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） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

 なお、リース取引会計基準の改正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、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。 

②投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を個別に勘案し損失負担見込額を計上してい

る。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。 

 なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年及び17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

 また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により

費用処理している。 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び国内連結子会社の一部は内規に基づく期末要支給額を計上して

いる。 

⑤製品保証損失引当金 

 顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係る費用に備えるため、今後発生が見込まれる保証損失費などに

ついて合理的に見積もられる金額を計上している。 

(4)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処

理を採用している。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を採用している。 

②ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の将来の為替レートの変動リスクを回避するため、実需の範囲内で為替予約取引を行って

いる。また、借入金の金利変動に伴うリスクを回避するため、金利スワップ取引を行っている。また、非鉄金属

たな卸資産の商品価格変動リスクを回避するため、商品先渡取引を行っている。 

③ヘッジ有効性評価の方法 



  

  

  

  

  

  

 非鉄金属先渡取引に関しては、ヘッジ対象物とヘッジ取引の取引量が一致するように管理し、ヘッジ開始時から

有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象物の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

それとを比較して、有効性の評価をしている。なお、為替予約取引及び金利スワップについては、ヘッジ手段及び

ヘッジ対象について、個別取引毎のヘッジ効果を検証している。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する元本、

利率、通貨、期間、期日等の重要な条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから、ヘッジの有効性の評

価は省略している。 

(5)消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。 

Ⅴ．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。 



  

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───────────── （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

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、当

連結会計年度より「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

業損失は2,012百万円増加し、経常損失は1,770百万円増

加し、税金等調整前当期純損失が2,070百万円増加して

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。  

───────────── （リース取引に関する会計基準等の適用） 

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、当連結会計年度より、「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））

が適用されたことに伴い、当連結会計年度からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっている。 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であ

る。 

───────────── （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） 

 当連結会計年度より、「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。 



（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────────── （連結貸借対照表） 

 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日 内閣府令第

50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度におい

て、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」に区分掲記している。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ5,224百万円、6,204百万円、

7,877百万円である。 



（９）注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 61,062百万円 １ 有形固定資産の減価償却累計額    60,681百万円

２ 担保に供している資産並びに担保付債務 ２ 担保に供している資産並びに担保付債務 

担保資産   

受取手形及び売掛金 

(受取手形） 2,208百万円

建物及び構築物 6,920百万円

機械装置及び運搬具 3,436百万円

有形固定資産のその他 

（工具器具備品） 536百万円

土地 8,903百万円

投資有価証券 3,396百万円

合計 25,402百万円

担保付債務  

短期借入金 21,333百万円

長期借入金 8,581百万円

合計 29,914百万円

担保資産   

受取手形及び売掛金 

(受取手形）  2,105百万円

建物及び構築物      5,832百万円

機械装置及び運搬具      3,084百万円

有形固定資産のその他 

（工具器具備品）    453百万円

土地      8,683百万円

投資有価証券      2,292百万円

合計       22,452百万円

担保付債務  

短期借入金       22,057百万円

長期借入金      10,352百万円

合計       32,410百万円

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示している。 

 なお、短期借入金には長期借入金の１年以内返済予

定額を含んでいる。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債

務を示している。 

 なお、短期借入金には長期借入金の１年以内返済予

定額を含んでいる。 

３ 保証債務 

(1）連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っている。 

３ 保証債務 

(1）連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っている。 

 ㈱エクシム 1,200百万円

計 1,200百万円

 ㈱エクシム 1,200百万円

計 1,200百万円

(2）㈱エクシムが受注している工事請負契約等に対し

て金融機関が発行する契約履行保証状等に関し、

4,326百万円の保証を行っている。（内、実質保証

額 1,730百万円） 

当該保証債務の中には以下の外貨建保証債務が含

まれている。 

(2）㈱エクシムが受注している工事請負契約等に対し

て金融機関が発行する契約履行保証状等に関し、

4,563百万円の保証を行っている。（内、実質保証

額 1,825百万円） 

当該保証債務の中には以下の外貨建保証債務が含

まれている。 

27,899千ＵＡＥディルハム 

8,425千ＵＳドル 

30,643千タイ・バーツ 

63千クウェート・ディナール 

78,533千カタール・リアル 

 なお、上記の他、㈱エクシムの親会

社との契約により、同社により再保証

を受けている金融機関が保証を履行し

た場合には1,085百万円を当社が負担す

ることとなっている。 

 20,859千ＵＡＥディルハム 

  7,030千ＵＳドル 

 30,643千タイ・バーツ 

51千クウェート・ディナール 

102,655千カタール・リアル 

388千シンガポール・ドル 

 なお、上記の他、㈱エクシムの親会

社との契約により、同社により再保証

を受けている金融機関が保証を履行し

た場合には929百万円を当社が負担する

こととなっている。 

(3）従業員の銀行からの借入金に対し、保証を行って

いる。                17百万円 

(3）従業員の銀行からの借入金に対し、保証を行って

いる。                11百万円 

 ４ 債権流動化による遡及義務      4,377百万円 ４ 債権流動化による遡及義務      3,281百万円 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 減損損失 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎に、

主として製品の品種別を単位として資産をグルーピン

グしている。また、遊休資産等については、個々の資

産単位で区分している。 

１ 減損損失 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎に、

主として製品の品種別を単位として資産をグルーピン

グしている。また、遊休資産等については、個々の資

産単位で区分している。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

 当連結会計年度において、事業用資産のうち、製品等

の市場価格等の下落等により収益性が著しく悪化し、

また、事業再編方針により将来の使用見込みがなくな

った資産グループについて、それぞれ帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（929百万

円）として特別損失に計上している。その内訳は以下

の通りである。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

 当連結会計年度において、事業用資産のうち、製品等

の市場価格等の下落等により収益性が著しく悪化し、

また、事業再編方針により将来の使用見込みがなくな

った資産グループについて、それぞれ帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（4,624百

万円）として特別損失に計上している。その内訳は以

下の通りである。 

用 途 種 類 場 所 減損損失の額

電装部品事業
用資産 

機械装置、工
具器具備品等  長野県茅野市 688百万円

電装部品事業
用資産 建物、土地等  福島県西白河郡 209百万円

電装部品事業
用資産 建物  東京都練馬区 13百万円

その他の事業
用設備 

建物、機械装
置等  兵庫県尼崎市 17百万円

用 途 種 類 場 所 減損損失の額

電装部品事業
用資産 

建物、工具器
具備品等 長野県茅野市 144百万円

電装部品事業
用資産 

機械装置、工
具器具備品等 福島県西白河郡 26百万円

電装部品事業
用資産 

工具器具備
品、土地等 大分県宇佐市 2,219百万円

電装部品事業
用資産 

建物、工具器
具備品等 中国遼寧省大連市 2,193百万円

先端製品事業
用資産 建物 兵庫県尼崎市 39百万円

※勘定科目毎の減損損失の内訳 

工具器具備品 557百万円、建物及び構築物 227百万

円、その他 144百万円 

※勘定科目毎の減損損失の内訳 

 建物及び構築物 299百万円、機械装置及び運搬具 

1,326百万円、工具器具備品 1,433百万円、土地 218

百万円、建設仮勘定 1,250百万円、その他 95百万円 

（回収可能価額の算定方法） 

 減損損失の測定における回収可能価額は、使用価値を

使用し、将来キャッシュ・フローを５．０％で割り引

いて算定している。 

（回収可能価額の算定方法） 

 減損損失の測定における回収可能価額は、使用価値を

使用し、将来キャッシュ・フローを５．０％で割り引

いて算定している。 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加28千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少12千株は、売却及び単元未満株式の買増請求による減少である。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                     

普通株式  216,495  －  －  216,495

合計  216,495  －  －  216,495

自己株式                     

普通株式  197  28  12  214

合計  197  28  12  214

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  432  2.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  432 利益剰余金  2.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少8千株は、売却及び単元未満株式の買増請求による減少である。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はない。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                     

普通株式  216,495  －  －  216,495

合計  216,495  －  －  216,495

自己株式                     

普通株式  214  31  8  236

合計  214  31  8  236

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  432 .0 2 平成20年３月31日 平成20年６月30日



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期

投資資金（投資有価証券）等である。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれている。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当社が電力会社等から購入する使用済み

銅屑線の評価基準及び評価方法は、従来、総平均法による低価法によっていたが、当連結会計年度より後入先

出法による低価法に変更した。これにより、当連結会計年度の営業費用は「ケーブル」において46百万円増加

し、営業利益が同額減少している。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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) 

Ⅰ．売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 53,060  39,429  14,408  1,353  108,251  －  108,251

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,491  7  －  2  1,502  △1,502  －

計  54,551  39,437  14,408  1,355  109,753  △1,502  108,251

営業費用  51,812  41,882  12,676  2,042  108,413  △1,502  106,911

営業利益又は営業

損失（△） 
 2,738  △2,444  1,731  △686  1,339  0  1,340

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

                                   

資産  47,195  34,810  12,958  1,668  96,632  17,150  113,782

減価償却費  633  1,157  546  273  2,610  －  2,610

減損損失  17  911  －  －  929  －  929

資本的支出  825  1,738  1,798  8  4,371  －  4,371

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） 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期

投資資金（投資有価証券）等である。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれている。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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、当連結会計年度より「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日公表分）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、当連結会計年度の営業損失は、電装・光部品で1,667百万円、先端製品で0百

万円それぞれ増加し、営業利益は、ケーブルで276百万円、機器部品で67百万円それぞれ減少している。 

  
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) 

Ⅰ．売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 44,669  31,404  12,193  1,144  89,412  －  89,412

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,172  11  －  2  1,186  △1,186  －

計  45,842  31,415  12,193  1,147  90,599  △1,186  89,412

営業費用  45,649  36,978  11,480  1,204  95,313  △1,193  94,119

営業利益又は営業

損失（△） 
 192  △5,562  712  △56  △4,713  6  △4,706

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

                                   

資産  39,807  19,846  10,771  718  71,144  10,549  81,693

減価償却費  652  1,164  660  48  2,526  －  2,526

減損損失  －  4,584  －  39  4,624  －  4,624

資本的支出  1,440  876  463  6  2,787  －  2,787

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 



 前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成

21年３月31日)において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び資産の金額の合計

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。 

 前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成

21年３月31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。 

  

（注１） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

該当事項はない。 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略している。  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 126円17銭

１株当たり当期純利益 2円72銭

１株当たり純資産額    28円80銭

１株当たり当期純損失  81円57銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載していない。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 

 588  △17,640

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 

 588  △17,640

期中平均株式数（千株）  216,281  216,268

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,389 3,534

受取手形 6,815 3,589

売掛金 23,634 12,976

製品 4,477 －

商品及び製品 － 4,584

仕掛品 5,286 3,483

原材料 5,642 －

貯蔵品 568 －

原材料及び貯蔵品 － 4,976

前渡金 597 657

前払費用 88 42

繰延税金資産 459 621

短期貸付金 3,751 943

未収入金 13,141 4,334

その他 363 360

貸倒引当金 △1,108 △1,250

流動資産合計 66,109 38,855

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,525 17,113

減価償却累計額 △10,784 △11,686

建物（純額） 5,741 5,426

構築物 2,366 2,506

減価償却累計額 △1,720 △1,872

構築物（純額） 645 633

機械及び装置 27,658 27,316

減価償却累計額 △24,111 △23,888

機械及び装置（純額） 3,547 3,427

車両運搬具 254 144

減価償却累計額 △237 △136

車両運搬具（純額） 16 8

工具、器具及び備品 16,111 15,189

減価償却累計額 △15,283 △14,616

工具、器具及び備品（純額） 827 573

土地 7,536 7,983

リース資産 － 78

減価償却累計額 － △9

リース資産（純額） － 68



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

建設仮勘定 1,681 892

有形固定資産合計 19,995 19,014

無形固定資産   

施設利用権 48 39

技術使用権 7 5

ソフトウエア 160 105

無形固定資産合計 216 151

投資その他の資産   

投資有価証券 5,475 3,737

関係会社株式 4,562 4,035

関係会社出資金 2,579 3,957

従業員長期貸付金 15 14

関係会社長期貸付金 3,948 3,739

破産債権 0 －

長期前払費用 29 7

繰延税金資産 4,525 206

敷金及び保証金 627 551

その他 89 65

貸倒引当金 △193 △147

投資損失引当金 △417 △326

投資その他の資産合計 21,241 15,841

固定資産合計 41,452 35,006

資産合計 107,561 73,861

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,893 508

買掛金 19,463 8,992

短期借入金 31,173 32,167

1年内返済予定の長期借入金 2,199 2,824

未払金 5,535 2,372

未払費用 3,552 2,337

未払法人税等 133 51

前受金 128 80

預り金 1,892 1,544

その他 94 330

流動負債合計 66,064 51,209

固定負債   

長期借入金 8,314 10,390

長期未払金 2 －

退職給付引当金 6,052 6,834



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

役員退職慰労引当金 8 8

製品保証損失引当金 125 229

預り保証金 459 427

その他 36 136

固定負債合計 14,999 18,026

負債合計 81,064 69,236

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,278 19,278

資本剰余金   

資本準備金 3,190 3,190

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 3,190 3,190

利益剰余金   

利益準備金 82 125

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,242 △17,739

利益剰余金合計 2,324 △17,614

自己株式 △24 △26

株主資本合計 24,768 4,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,610 73

繰延ヘッジ損益 118 △275

評価・換算差額等合計 1,728 △201

純資産合計 26,497 4,625

負債純資産合計 107,561 73,861



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 97,993 80,291

売上原価 85,584 75,006

売上総利益 12,409 5,285

販売費及び一般管理費 10,476 10,278

営業利益又は営業損失（△） 1,932 △4,992

営業外収益   

受取利息及び配当金 431 377

その他 487 762

営業外収益合計 919 1,139

営業外費用   

支払利息 957 915

その他 639 226

営業外費用合計 1,596 1,142

経常利益又は経常損失（△） 1,255 △4,994

特別利益   

固定資産売却益 50 58

投資有価証券売却益 914 23

貸倒引当金戻入額 2 －

その他 1,180 43

特別利益合計 2,147 126

特別損失   

減損損失 911 2,430

貸倒引当金繰入額 700 782

固定資産処分損 87 204

関係会社出資金評価損 － 4,871

たな卸資産評価損 － 290

特別退職金 － 942

その他 657 655

特別損失合計 2,356 10,177

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,046 △15,046

法人税、住民税及び事業税 79 71

法人税等調整額 174 4,388

法人税等合計 253 4,460

当期純利益又は当期純損失（△） 792 △19,506



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 19,278 19,278

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,278 19,278

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,190 3,190

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,190 3,190

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 38 82

当期変動額   

利益準備金の積立 43 43

当期変動額合計 43 43

当期末残高 82 125

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,925 2,242

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

利益準備金の積立 △43 △43

当期純利益又は当期純損失（△） 792 △19,506

当期変動額合計 316 △19,982

当期末残高 2,242 △17,739

自己株式   

前期末残高 △20 △24

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △4 △2



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 △24 △26

株主資本合計   

前期末残高 24,413 24,768

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 792 △19,506

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 355 △19,941

当期末残高 24,768 4,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,297 1,610

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,687 △1,537

当期変動額合計 △2,687 △1,537

当期末残高 1,610 73

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △36 118

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 154 △393

当期変動額合計 154 △393

当期末残高 118 △275

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,260 1,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,532 △1,930

当期変動額合計 △2,532 △1,930

当期末残高 1,728 △201

純資産合計   

前期末残高 28,674 26,497

当期変動額   

剰余金の配当 △432 △432

当期純利益又は当期純損失（△） 792 △19,506

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,532 △1,930

当期変動額合計 △2,176 △21,871

当期末残高 26,497 4,625



 該当事項はない。 

  

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



６．その他 

[役員異動] 

 

（平成 21 年６月 26 日付） 

 

(1) 新任取締役候補者 

小 林 英 夫
こ ば や し ひ で お

 （三菱マテリアル㈱ 執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント） 

 

(2) 退任予定取締役 

五 十 嵐 壽 彦
い が ら し と し ひ こ

 （取締役社長） 

村 田  收
む ら た お さ む

 （常務取締役） 

小 川 喜 一 郎
お が わ き い ち ろ う

 （常務取締役） 

なお、五十嵐壽彦氏は小名浜製錬㈱ 取締役社長に、村田 收氏は三菱電線工業販売㈱ 取締役社長

に、小川喜一郎氏は当社顧問にそれぞれ就任の予定。 

 

(3) 監査役の補欠者の候補者 

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を次のとおり選任す

る予定。 

田 辺 克 彦
た な べ か つ ひ こ

 （弁護士・田辺総合法律事務所代表パートナー） 

 

(4) 役付取締役等の異動 

定時株主総会終了後の取締役会において、取締役 本間久義氏を取締役社長（代表取締役）に、取締

役檀野和之および新任取締役候補者 小林英夫の両氏を常務取締役にそれぞれ選任する予定。 

 

（注）本間久義氏の取締役社長就任と小林英夫氏の常務取締役就任につきましては、平成 21 年５月

11 日に発表済みであります。 

 

以 上 



 

新 経 営 体 制 

 

 

 

平成 21 年 6 月 26 日の第 147 回定時株主総会および取締役会終了後の当社経営体制は、次のとおりとな

る予定です。 

 

取 締 役 社 長 ※  本 間 久 義 (昇任)

取締役副社長 ※ 社長補佐、機器部品事業部長 蓮 田 文 昭  

取締役副社長 ※ 
社長補佐、経営企画・総務・人事・経理・財務・資材・情報シス

テム・関係会社再編担当、輸出管理室長、内部統制室長 
竹 村  博  

常 務 取 締 役  ケーブル事業部長 檀 野 和 之 (昇任)

常 務 取 締 役  電装・光部品事業部長、開発本部担当 小 林 英 夫 (新任)

取 締 役  (㈱フジクラ・ダイヤケーブル取締役副社長) 松 本 龍 輔  

取 締 役  技術本部長 山口俊一郎  

取 締 役  経理部長 斎 当 隆 明  

取 締 役   綿 谷 晴 司  

常 勤 監 査 役   室  幸 夫  

常 勤 監 査 役   大 塚 信 明  

監 査 役  (三菱マテリアル㈱常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント） 加 藤 敏 則  

 

（注）※は代表取締役 

 



[ご参考] 

 

氏
ふり

  名
がな

 檀
だん

 野
の

 和
かず

 之
ゆき

 

生年月日 昭和 27 年３月 19 日 

昭和 49 年 ４月 当社入社 

平成 15 年 ４月 当社電線事業統括本部品質保証部長 

 同  15 年 ７月 当社熊谷製作所副所長兼電線事業統括本部品質保証部長 

 同  17 年 ６月 当社ケーブル事業部副事業部長兼熊谷製作所長 

 同  19 年 ６月 当社取締役ケーブル事業部副事業部長兼熊谷製作所長 

 同  20 年 ６月 当社取締役ケーブル事業部副事業部長兼企画部長 

略  歴 

 （現在に至る） 

 

（注）本間久義氏および小林英夫氏の略歴については、平成 21 年５月 11 日に発表いたしました「代表   

取締役および取締役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

以 上 
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