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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 30,532 △42.1 △801 ― △1,274 ― △1,273 ―

21年3月期第1四半期 52,700 ― 691 ― 818 ― 213 ―

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 △5.07 ―

21年3月期第1四半期 0.85 ―

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 140,963 37,628 25.8 145.08
21年3月期 145,386 38,256 25.4 146.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  36,417百万円 21年3月期  36,888百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

64,000 △38.9 △800 ― △1,600 ― △1,700 ― △6.77

通期 133,000 △28.1 2,300 ― 400 ― 0 ― 0.00
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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．その他をご連絡下さい。 

(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、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年5月15日に公表した平成22年3月期の連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間につきましては平成21年8月12日付の「業績予想の修正
に関するお知らせ」において公表いたしました内容を記載しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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予想と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第1四半期 251,126,611株 21年3月期  251,126,611株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  109,132株 21年3月期  76,351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 251,019,651株 21年3月期第1四半期 251,081,234株
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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１四半期におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい状況が継

続いたしました。 

このような環境下、当社グループの第１四半期の連結売上高は305億32百万円（前年同四半期対比42.1％減）

となりました。 

損益面では、前期から取り組んできた固定費削減に一定の成果がみられたものの、営業損失は8億1百万円

（前年同四半期は6億91百万円の営業利益）、経常損失は12億74百万円（前年同四半期は8億18百万円の経常利

益）、四半期純損失は12億73百万円（前年同四半期は2億13百万円の四半期純利益）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（コミュニケーションシステム事業） 

通信ケーブル関連の国内需要は総じて低調に推移したことから、売上高は43億4百万円（前年同四半期対比

27.5％減）となりましたが、費用削減の効果もあり営業損失は98百万円（前年同四半期は1億44百万円の営業損

失）となりました。 

（デバイス事業） 

ユーザーの在庫調整による減産の影響や国内建設関連の需要減退の影響を受けたことから、売上高は31億78

百万円（前年同四半期対比36.0％減）、営業損失は3億16百万円（前年同四半期は83百万円の営業損失）となり

ました。 

（エネルギーシステム事業他） 

銅価の下落により販売価格が下がったことや電線・ケーブル関連の国内需要が低迷したことから、売上高は

230億49百万円（前年同四半期対比44.9％減）となり、営業損失は3億91百万円（前年同四半期は9億1百万円の

営業利益）となりました。 

 

注．上記、各事業の売上高には、セグメント間の内部売上高または振替高を含めておりません。 

 

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末における総資産は1,409億63百万円（前連結会計年度末総資産1,453億86百万

円）で、投資有価証券が増加した一方で、現金及び預金、受取手形及び売掛金ならびにたな卸資産が減少した

ため、前連結会計年度比44億23百万円の減少となっております。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は1,033億34百万円（前連結会計年度末負債合計1,071億29百

万円）で、主に支払手形及び買掛金が減少したため、前連結会計年度末より37億95百万円減少しております。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は376億28百万円（前連結会計年度末純資産382億56百万円）で、

前連結会計年度比6億28百万円の減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当初予想に比べ、デバイス事業の主要製品の需要回復が

遅れていること、また、国内建設関連の電線・ケーブルの需要低迷の影響等が見込まれることから、営業利益、

経常利益および四半期純利益とも、前回予想を下回る見込みです。 

通期連結業績予想につきましては、前回予想を修正しておりませんが、現在第３四半期以降の業績見通しを

精査しており、見直しの必要が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

平成22年3月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（単位：百万円、％） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 65,500 500 △ 400 △ 600 

今回修正予想（Ｂ） 64,000 △ 800 △ 1,600 △ 1,700 

増減額（Ｂ－Ａ） △ 1,500 △ 1,300 △ 1,200 △ 1,100 

増減率（％） △ 2.3 ― ― ― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成21年3月期第２四半期） 
104,689 868 465 △ 1,360 
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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法人税等ならびに繰延税金資産およ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

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、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、あるいは前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会社年度において使用した将来の業績予想やタ

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税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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。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 

完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、

当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において当第１四半期連結

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は367百万円増加し、営業損失および経常損失はそれぞれ153百万円減少し、税金等

調整前四半期純損失は215百万円減少しております。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 10,665 13,013

受取手形及び売掛金 43,825 44,893

商品及び製品 6,565 7,420

仕掛品 5,489 6,271

原材料及び貯蔵品 5,288 5,301

その他 3,262 3,817

貸倒引当金 △83 △88

流動資産合計 75,012 80,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,081 16,082

機械装置及び運搬具（純額） 9,479 9,863

土地 24,742 24,362

その他（純額） 1,722 1,622

有形固定資産合計 52,025 51,930

無形固定資産 1,620 1,453

投資その他の資産   

投資有価証券 6,913 5,954

その他 5,930 6,120

貸倒引当金 △539 △701

投資その他の資産合計 12,304 11,373

固定資産合計 65,950 64,757

資産合計 140,963 145,386
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,486 19,745

短期借入金 54,039 55,398

未払法人税等 119 291

その他 9,365 10,851

流動負債合計 80,011 86,286

固定負債   

社債 110 110

長期借入金 12,728 11,326

退職給付引当金 901 901

役員退職慰労引当金 93 90

その他 9,490 8,415

固定負債合計 23,323 20,843

負債合計 103,334 107,129

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,221 21,221

資本剰余金 10,699 15,752

利益剰余金 △1,023 △4,812

自己株式 △12 △10

株主資本合計 30,884 32,150

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,224 595

繰延ヘッジ損益 △13 △20

土地再評価差額金 4,337 4,337

為替換算調整勘定 △16 △175

評価・換算差額等合計 5,532 4,737

少数株主持分 1,210 1,367

純資産合計 37,628 38,256

負債純資産合計 140,963 145,386
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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：百万円)

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 52,700 30,532

売上原価 46,849 26,591

売上総利益 5,851 3,940

販売費及び一般管理費 5,160 4,741

営業利益又は営業損失（△） 691 △801

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 49 71

為替差益 549 －

その他 70 96

営業外収益合計 672 168

営業外費用   

支払利息 330 294

持分法による投資損失 35 26

為替差損 － 149

その他 178 170

営業外費用合計 544 642

経常利益又は経常損失（△） 818 △1,274

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 61

固定資産売却益 － 46

投資有価証券売却益 10 －

特別利益合計 10 108

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（△）

829 △1,166

法人税等 484 268

少数株主利益又は少数株主損失（△） 131 △160

四半期純利益又は四半期純損失（△） 213 △1,273
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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（△）

829 △1,166

減価償却費 978 1,075

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △10 －

固定資産売却損益（△は益） △8 △41

固定資産廃棄損 12 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99 △168

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 △26

受取利息及び受取配当金 △51 △72

支払利息 330 294

売上債権の増減額（△は増加） 4,167 977

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,657 1,744

仕入債務の増減額（△は減少） △1,564 △3,255

その他の流動資産の増減額（△は増加） △131 684

その他の流動負債の増減額（△は減少） 647 △1,439

その他 △1,320 352

小計 2,127 △1,037

利息及び配当金の受取額 56 72

利息の支払額 △388 △359

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △437 △439

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,357 △1,763

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 12 －

有形固定資産の取得による支出 △1,001 △760

有形固定資産の売却による収入 21 91

連結子会社株式の追加取得による支出 － △7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △168

その他 △72 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,040 △790

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） 3,102 △872

長期借入れによる収入 1,000 3,400

長期借入金の返済による支出 △3,244 △2,538

社債の償還による支出 △46 △58

配当金の支払額 △502 －

少数株主への配当金の支払額 △45 －

その他 － △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 264 △83
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(単位：百万円)

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 666 △2,588

現金及び現金同等物の期首残高 6,585 12,882

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 196

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 13

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,251 10,504
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(５) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 

 

コミュニケー
ションシステ

ム事業 

(百万円) 

デバイス事業

(百万円) 

エネルギーシ
ステム事業他

(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 

5,938 4,967 41,795 52,700 － 52,700

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

424 47 649 1,120 △1,120 －

計 6,362 5,014 42,444 53,821 △1,120 52,700

営業利益 △144 △83 901 673 17 691

(注) １． 事業の区分は製品の使用目的および販売市場等の類似性に基づき、コミュニケーションシステム事業、

デバイス事業、エネルギーシステム事業他としております。 

２． 各事業区分に属する主要な製品 

コミュニケーションシステム事業…光・通信ケーブル、通信工事、ネットワークソリューション 

デバイス事業…………………………精密デバイス製品、振動制御製品、ワイヤハーネス 

ファイバフォトニクス製品 

エネルギーシステム事業他…………裸線、巻線、電力ケーブル、被覆線、アルミ線、電力工事・ 

付属品、超電導線、その他 

 

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） 

 

 

コミュニケー
ションシステ

ム事業 

(百万円) 

デバイス事業

(百万円) 

エネルギーシ
ステム事業他

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去または 
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 

4,304 3,178 23,049 30,532 － 30,532

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

292 38 243 573 △573 －

計 4,596 3,216 23,292 31,106 △573 30,532

営業利益または損失
（△） 

△98 △316 △391 △806 5 △801

(注) １．事業の区分は製品の使用目的および販売市場等の類似性に基づき、コミュニケーションシステム事業、

デバイス事業、エネルギーシステム事業他としております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

コミュニケーションシステム事業……光・通信ケーブル、通信工事、ネットワークソリューション 

デバイス事業……………………………精密デバイス製品、振動制御製品、ワイヤハーネス 

ファイバフォトニクス製品 

エネルギーシステム事業他……………裸線、巻線、電力ケーブル、被覆線、アルミ線、電力工事・ 

付属品、超電導線、その他 
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３． 会計処理の方法の変更 

 「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 」に記載しましたとおり、当第１四半期連結会計

期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

しております。 

 これにより、エネルギーシステム事業他において、当第１四半期連結累計期間の売上高は367百

万円増加し、営業損失は153百万円減少しております。 

 

(６) 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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