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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,602 △26.7 66 △76.9 25 △92.1 5 △97.5

21年3月期第1四半期 2,187 ― 287 ― 330 ― 209 ―

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

22年3月期第1四半期 0.76 ―

21年3月期第1四半期 29.87 ―

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

22年3月期第1四半期 7,051 6,144 87.1 910.38
21年3月期 7,041 6,229 88.5 922.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,144百万円 21年3月期  6,229百万円

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

21年3月期 ― 12.00 ― 18.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 8.00 15.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,600 △22.7 220 △65.3 220 △67.3 150 △65.8 22.22

通期 7,300 △16.7 560 △15.5 570 △47.9 390 △43.9 57.78

－ 1 －



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） 

(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 

 業績予想は慎重に策定しましたが、当社で入手可能な情報から得られたものを前提に策定しており、リスクや不確定要素が含まれております。実際には
さまざまな要因の変化から、予想とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 7,028,060株 21年3月期  7,028,060株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  278,121株 21年3月期  278,121株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 6,749,939株 21年3月期第1四半期 7,027,939株
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（１）全般の概況 

当第１四半期における経済状況は、欧米、日本、発展著しいアジア中東にまで景気後退色が一段と強まりまし

た。このような状況の中、当社グループ当第１四半期の連結売上高は1,602百万円（前年同期比26.7％減）、営業利

益66百万円（前年同期比76.9％減）、経常利益25百万円（前年同期比92.1％減）、四半期純利益5百万円（前年同期

比97.5％減）となりました。 

当社グループのほとんどの会社が個別ベースで前年同期比減収減益となっておりますが、前期末からの経費削減

策や販売促進策により、不況の影響から早期脱出するために努力しております。一部ですが、すでに成果が出はじ

めております。 

  

（２）地域別セグメントの概況 

グループ会社の地域別状況の第１四半期概況と第２四半期以降の見とおしは以下のとおりです。 

※当四半期は、業績予想の進捗度合いに大きな乖離がありますので、明瞭性を高めるため地域別の概況を記載しました。

  

当第１四半期における財政状態につきましては、総資産が7,051百万円（前期末比10百万円増）となりました。

これは、売掛債権の回収促進及びたな卸資産の圧縮につとめた結果であります。 

負債は906百万円（前期末比94百万円増）となりました。 

純資産は6,144百万円（前期末比84百万円減）となりました。これは前期の期末配当金支出121百万円が主因で

す。 

  

  

第２四半期以降は、一部を除いた海外子会社の販売、利益が回復基調であることや経費削減効果も見込まれるこ

とから、現時点では平成21年４月30日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想値は達成可能と考えてお

ります。 

  

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

地 域 第１四半期概況 第２四半期以降の見とおし 

日 本 

国内販売の予想以上の悪化により、個別業績予想

より減収となるものの、銅価格下落によるコスト

ダウン及び経費大幅削減により純利益は個別業績

予想どおり。 

国内の需要低迷は続くが、アジアを中心に輸出が

やや回復しつつあり、個別業績予想比では増益と

なる見込み。不況長期化に備え、事業所統合等の

経費削減策を実行。 

米 国 
販売の大幅落ち込みにより損失計上。 販売はやや回復するも個別業積予想比減収減益の

見込み。大幅経費削減し黒字化をめざす。 

韓 国 

現地売上は好調だが、大幅ウォン安、価格転嫁延

期により赤字に転ずる。 

競技施設等公共物件が盛んで販売好調維持が予想

される。ウォンの安定、価格転嫁効果により個別

業績予想比では増収増益となる見込み。 

中国（販売） 

昨年は北京五輪があり好調であったが、当四半期

は物件が低調で前年同期比では減収減益となるも

ほぼ個別業績予想どおり。 

各地のTV局物件が動き出し、第１四半期のペース

に比して後半はかなり売上増加が見込まれるもの

の、個別業績予想比では減収減益の見込み。 

中国（生産） 

在庫調整のため工場稼働休業もあり前年同期比減

益となったが、個別業績予想どおりの利益を確

保。 

稼働日数はやや増加し、黒字確保するものの業績

予想比では減益の見込み。 

台 湾 
TV局HD化に伴う大型物件受注もあり個別業績予想

どおり。 

TV局HD化物件受注が見込まれ、個別業績予想比で

は増収増益の見込み。 

シンガポール 
カジノプロジェクト等大型物件向けに販売好調で

個別業績予想比で増益確保。 

販売好調で個別業績予想比では大幅増益見込み。

欧州（フランス） 販売低迷により損失計上。 販売低迷により赤字計上の見込み。 

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
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 該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理   

  貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末

 において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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）

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,655,773 2,210,601

受取手形及び売掛金 876,352 1,301,053

商品及び製品 1,050,478 1,106,211

仕掛品 24,886 35,329

原材料及び貯蔵品 115,237 93,822

その他 432,051 362,836

貸倒引当金 △5,190 △3,136

流動資産合計 5,149,589 5,106,717

固定資産   

有形固定資産   

土地 759,613 761,847

その他 2,176,567 2,162,342

減価償却累計額 △1,730,093 △1,712,749

有形固定資産合計 1,206,087 1,211,440

無形固定資産 7,051 10,457

投資その他の資産 689,047 712,973

固定資産合計 1,902,186 1,934,872

資産合計 7,051,775 7,041,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 415,817 303,305

未払法人税等 10,224 38,896

賞与引当金 60,186 111,587

役員賞与引当金 － 1,048

その他 284,383 224,600

流動負債合計 770,611 679,438

固定負債   

退職給付引当金 24,967 25,243

役員退職慰労引当金 87,031 85,702

その他 24,164 21,590

固定負債合計 136,164 132,536

負債合計 906,775 811,974
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,047,542 1,047,542

資本剰余金 1,175,210 1,175,210

利益剰余金 4,979,677 5,101,734

自己株式 △334,924 △334,924

株主資本合計 6,867,506 6,989,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,856 △11,733

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △342,598 △377,164

評価・換算差額等合計 △722,506 △759,949

純資産合計 6,144,999 6,229,615

負債純資産合計 7,051,775 7,041,589
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,187,443 1,602,390

売上原価 1,329,305 1,027,103

売上総利益 858,138 575,286

販売費及び一般管理費 570,903 509,030

営業利益 287,234 66,256

営業外収益   

受取利息 5,483 5,771

受取配当金 339 225

為替差益 34,748 －

不動産賃貸料 2,405 1,551

その他 1,576 1,839

営業外収益合計 44,553 9,388

営業外費用   

支払利息 50 221

為替差損 － 47,137

不動産賃貸原価 1,132 802

その他 75 1,518

営業外費用合計 1,258 49,680

経常利益 330,529 25,964

特別利益   

固定資産売却益 － 1,041

特別利益合計 － 1,041

特別損失   

固定資産売却損 159 136

固定資産除却損 124 35

特別損失合計 283 171

税金等調整前四半期純利益 330,245 26,834

法人税、住民税及び事業税 66,733 577

法人税等調整額 53,567 21,137

法人税等合計 120,301 21,715

四半期純利益 209,944 5,118
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 330,245 26,834

減価償却費 21,588 18,497

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,761 468

受取利息及び受取配当金 △5,822 △5,997

支払利息 50 221

固定資産売却損益（△は益） 159 △905

固定資産除却損 124 35

売上債権の増減額（△は増加） 234,521 459,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △203,813 1,708

仕入債務の増減額（△は減少） △27,800 35,118

未収消費税等の増減額（△は増加） 34,813 49,024

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,327 △1,938

長期未払金の増減額（△は減少） △3,337 －

その他 9,559 △46,457

小計 389,722 535,930

利息及び配当金の受取額 5,655 5,280

利息の支払額 △50 △221

法人税等の支払額 △290,637 △29,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,690 511,027

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 △255,126 △440,078

定期預金の払戻による収入 151,650 105,450

有形固定資産の取得による支出 △16,402 △4,913

有形固定資産の売却による収入 － 1,487

無形固定資産の取得による支出 △186 －

投資有価証券の取得による支出 △51,500 －

子会社株式の取得による支出 △19,357 －

貸付金の回収による収入 － 250

その他 △509 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,432 △337,929

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △1,581 －

配当金の支払額 △126,502 △121,498

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,084 △121,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93,147 19,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △307,972 70,795

現金及び現金同等物の期首残高 2,679,373 1,976,456

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,665 47,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,398,066 2,094,680
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社及び連結子会社は、「放送・通信用ケーブル・ハーネス・コネクタ・機器（パッシブ・電子）及びその付

帯器具の製造、販売業務」の単一セグメントであるため、該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

（注）１．当社及び連結子会社が存在する国又は地域により区分けしております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は235,173千円であり、その主なも

のは、当社管理部門等に係る費用及び研究開発費であります。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
韓国

（千円） 
中国

（千円） 
台湾

（千円） 
欧州 

（千円） 
計

（千円） 

売上高               

（1）外部顧客に対する売上高  1,536,469 265,526 228,462 141,818  15,167  － 2,187,443

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 508,540 － － 207,637  －  － 716,178

  計  2,045,010 265,526 228,462 349,456  15,167  － 2,903,622

 営業利益(又は営業損失)  444,605 25,445 35,695 44,360  110  △14,381 535,836

  
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  － 2,187,443

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 (716,178) －

  計  (716,178) 2,187,443

 営業利益(又は営業損失)  (248,601) 287,234
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当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

（注）１．当社及び連結子会社が存在する国又は地域により区分けしております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は184,956千円であり、その主なも

のは、当社管理部門等に係る費用及び研究開発費であります。 

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
韓国

（千円） 
中国

（千円） 
台湾

（千円） 
シンガポール 
（千円） 

欧州
（千円） 

売上高               

（1）外部顧客に対する売上高  971,322 170,047 186,370 98,103  21,703  85,295 69,546

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 339,463 － － 123,046  －  － －

  計  1,310,786 170,047 186,370 221,149  21,703  85,295 69,546

 営業利益(又は営業損失)  226,491 △14,897 △26,763 16,593  735  11,521 △535

  
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  1,602,390 － 1,602,390

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 462,510 (462,510) －

  計  2,064,900 (462,510) 1,602,390

 営業利益(又は営業損失)  213,147 (146,890) 66,256
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（注）１．地域は地理的近接度により区分けしております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）米州……………米国、カナダ、中南米諸国 

（２）アジア…………中国及び香港、韓国、タイ、インドネシア、台湾 

（３）その他の地域…欧州、他 

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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．地域は地理的近接度により区分けしております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）米州……………米国、カナダ、中南米諸国 

（２）アジア…………中国及び香港、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、台湾、インド等  

（３）欧州……………ロシア、イギリス、イタリア 

（４）その他の地域…上記以外 

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。 

  

  

   

 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  米州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  263,349  514,959  126,133  904,441

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,187,443

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.0  23.5  5.8  41.3

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  176,990  404,660  73,273  47,835  702,760

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,602,390

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 11.0  25.3  4.6  3.0  43.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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