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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 2,488 △45.3 △139 ― △114 ― △113 ―

21年3月期第1四半期 4,547 ― 172 ― 222 ― 100 ―

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 △16.29 ―

21年3月期第1四半期 11.77 11.46

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 19,142 13,812 72.1 1,981.79
21年3月期 19,590 13,614 69.4 1,952.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,792百万円 21年3月期  13,591百万円

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 ― 8.00 ― 6.00 14.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 8.00 14.00

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

6,450 △33.5 0 ― 60 △88.0 40 △81.2 5.75

通期 14,500 △20.6 450 1.0 510 16.7 330 8.0 47.42



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【定性的な情報・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） 

(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 

平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。上記予想は本資料発表日において入手
可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 8,598,900株 21年3月期  8,598,900株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,639,349株 21年3月期  1,639,349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 6,959,551株 21年3月期第1四半期 8,503,262株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の大幅な減少は下げ止まってきたものの、雇用情勢の悪

化等により個人消費を取り巻く環境は厳しい上、企業の設備投資も依然として大幅に抑制されており、先行きの不

透明感が拭えない中、推移いたしました。 

 海外におきましても、中国経済は景気刺激策により回復の兆候がみられるものの、米欧経済は景気低迷が続いて

おり、今後もしばらくこの状態が続くものと思われます。 

 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、依然として半導体設備投資の大幅な抑制が続い

ているのに加え、民生用電子機器の国内出荷額が９か月連続で前年を割り込み、日系主要自動車メーカーの今年上

期国内生産台数も大幅に前年比を割り込む状況が続くなどたいへん厳しい状況で推移いたしました。 

 このような環境の下、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は24億88百万円（前年同期比

45.3％減）、営業損失は１億39百万円、経常損失は１億14百万円、四半期純損失は１億13百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメント 

  

（電線・加工品） 

  昨年後半からの世界的な景気後退の影響を受け、半導体製造関連ケーブル、民生用デジタル機器用ケーブル、車

載ケーブル等の売上が減少し、売上高は18億53百万円（前年同期比50.7％減）となりました。設備投資の大幅抑

制、在庫の圧縮、人員の適正化や経費の削減に取り組んでまいりましたが、売上高の減少が大きく、営業損失は98

百万円となりました。 

 

（電子・医療部品他） 

 医療用特殊チューブの売上は増加となりましたが、ネットワーク機器の売上が減少し、売上高は６億35百万円

（同19.6％減）となりました。設備投資の抑制、在庫の圧縮、人員の適正化や経費の削減等に取り組んだことによ

り営業利益は１億７百万円（同11.3％増）となりました。 

  

 当第１四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４億47百万円減少し、191億42百万円となりま

した。主な減少は、昨年後半からの世界的な景気後退に伴う売上の減少により「受取手形及び売掛金」が13億18百

万円減少しました。一方、主な増加は、設備投資の抑制、在庫の圧縮、人件費・経費の削減等に取り組んだことに

より資金の需要が減り「現金及び預金」が７億62百万円増加しました。 

 当第１四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６億46百万円減少し、53億29百万円となり

ました。主な減少は、取引の減少に伴い仕入が減少したことにより「支払手形及び買掛金」が４億56百万円減少し

ました。 

  当第１四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１億98百万円増加し138億12百万円となり

ました。主な増加は、円安に伴い為替換算調整勘定が３億円増加しました。 

 

 （キャッシュ・フローについて） 

 当第１四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。）は、前連結会計年度末に比べ 

２億22百万円減少し、25億70百万円（前連結会計年度末比8.0％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、６億82百万円（前年同期比３億53百万円増）の資金の獲得となりました。

主な増加要因は、売上債権の減少が14億３百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少が５億25百万円でありま

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、11億円（同２億９百万円減）の資金の支出となりました。主な要因は、定

期預金の預入による支出９億85百万円であります。 

（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、64百万円（同２億円増）の資金の獲得となりました。 主な増加要因は、

短期借入れによる収入が１億24百万円であり、主な減少要因は、配当金の支払額が41百万円であります。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  当第１四半期連結会計期間の業績は、当初予想の範囲内で推移しているため、平成22年３月期第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想については、平成21年５月８日の「平成21年３月期決算短信」発表時に公表しました予

想値に変更ありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 当第１四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。 

  

該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 4,131,972 3,369,048

受取手形及び売掛金 3,601,453 4,919,720

商品及び製品 877,587 1,017,754

仕掛品 440,053 413,665

原材料及び貯蔵品 1,068,690 1,068,756

繰延税金資産 175,156 162,303

未収還付法人税等 160,300 160,300

その他 475,756 336,877

貸倒引当金 △1,045 △1,178

流動資産合計 10,929,924 11,447,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,241,985 3,236,617

機械装置及び運搬具（純額） 1,742,467 1,694,906

その他（純額） 1,433,736 1,498,270

有形固定資産合計 6,418,189 6,429,793

無形固定資産 90,616 88,163

投資その他の資産 1,703,571 1,625,039

固定資産合計 8,212,377 8,142,997

資産合計 19,142,302 19,590,245

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 861,820 1,317,869

短期借入金 640,594 501,489

未払法人税等 7,851 5,054

繰延税金負債 2,927 1,143

賞与引当金 74,476 158,902

その他 471,326 675,195

流動負債合計 2,058,996 2,659,654

固定負債   

長期借入金 1,685,716 1,703,216

繰延税金負債 885 885

退職給付引当金 1,322,985 1,302,504

役員退職慰労引当金 199,328 243,723

その他 61,424 65,596

固定負債合計 3,270,340 3,315,926

負債合計 5,329,337 5,975,580



（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 1,532,495 1,532,495

資本剰余金 1,436,639 1,436,639

利益剰余金 13,403,384 13,558,506

自己株式 △2,243,222 △2,243,222

株主資本合計 14,129,298 14,284,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,182 △33,730

繰延ヘッジ損益 41 －

為替換算調整勘定 △358,166 △659,130

評価・換算差額等合計 △336,941 △692,860

少数株主持分 20,608 23,105

純資産合計 13,812,964 13,614,665

負債純資産合計 19,142,302 19,590,245



（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 4,547,531 2,488,097

売上原価 3,728,641 2,083,425

売上総利益 818,889 404,672

販売費及び一般管理費 645,991 544,618

営業利益又は営業損失（△） 172,897 △139,945

営業外収益   

受取利息 7,064 4,824

受取配当金 4,298 3,247

負ののれん償却額 5,498 5,498

為替差益 34,519 －

助成金収入 － 27,745

その他 9,815 5,966

営業外収益合計 61,197 47,282

営業外費用   

支払利息 2,769 7,376

為替差損 － 14,014

開業費償却 5,497 －

その他 2,834 510

営業外費用合計 11,101 21,902

経常利益又は経常損失（△） 222,992 △114,564

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,810 7,323

その他 54 204

特別利益合計 1,864 7,527

特別損失   

たな卸資産評価損 64,430 －

特別損失合計 64,430 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

160,427 △107,037

法人税、住民税及び事業税 59,478 9,297

法人税等調整額 △88 589

法人税等合計 59,389 9,887

少数株主利益又は少数株主損失（△） 930 △3,559

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,107 △113,364



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

160,427 △107,037

減価償却費 190,377 196,403

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,167 △84,542

為替差損益（△は益） 65,826 △36,009

売上債権の増減額（△は増加） 298,943 1,403,711

たな卸資産の増減額（△は増加） 154,089 172,807

仕入債務の増減額（△は減少） △193,705 △525,957

その他 △177,303 △331,374

小計 475,488 688,001

利息及び配当金の受取額 11,303 7,790

利息の支払額 △2,727 △6,016

法人税等の支払額 △154,960 △6,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,104 682,985

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 － △985,000

有形固定資産の取得による支出 △878,244 △83,986

有形固定資産の売却による収入 5,246 1,990

無形固定資産の取得による支出 △1,633 －

投資有価証券の取得による支出 △5,411 △29,045

その他 △10,343 △4,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △890,386 △1,100,111

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 － 124,239

長期借入金の返済による支出 △33,500 △17,500

自己株式の取得による支出 △71 －

配当金の支払額 △102,039 △41,757

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,611 64,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △255,820 130,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △952,713 △222,074

現金及び現金同等物の期首残高 3,301,926 2,792,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,349,212 2,570,345



  

 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） 

  
  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） 

   

（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（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  3,756,933  790,598  4,547,531  －  4,547,531

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  3,756,933  790,598  4,547,531  －  4,547,531

 営業利益  269,127  96,648  365,776 ( )192,878  172,897

  
電線・加工品
（千円） 

電子・医療部品
（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  1,852,679  635,418  2,488,097  －  2,488,097

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,268  －  1,268 ( )1,268  －

  計  1,853,948  635,418  2,489,366 ( )1,268  2,488,097

 営業利益又は営業損失（△）  △98,360  107,601  9,240 ( )149,186  △139,945



    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） 

  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） 

  

  

 該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。  

  

〔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  2,931,856 256,343  1,359,331  4,547,531  －  4,547,531

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 212,429 －  695,057  907,486 ( )907,486  －

  計  3,144,286 256,343  2,054,388  5,455,017 ( )907,486  4,547,531

 営業利益  303,546 24,321  13,645  341,513 ( )168,616  172,897

  
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  1,899,642  146,570 441,885  2,488,097  －  2,488,097

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 123,036  188 453,027  576,252 ( )576,252  －

  計  2,022,678  146,758 894,913  3,064,350 ( )576,252  2,488,097

 営業利益又は営業損失（△）  99,334  △12,511 △121,531  △34,707 ( )105,237  △139,945

〔海外売上高〕

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  256,343  1,373,229  1,629,572

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －  4,547,531

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
5.6 30.2 35.8 

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  146,570  451,705  598,275

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,488,097

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
5.9 18.2 24.0 

（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


