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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,457 △25.8 312 △50.7 289 △56.9 189 △56.8

21年3月期第2四半期 4,661 ― 634 ― 673 ― 438 ―

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2四半期 28.06 ―

21年3月期第2四半期 62.85 ―

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2四半期 7,180 6,345 88.4 940.01
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2四半期  6,345百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 7,300 △16.7 560 △15.5 570 △47.9 390 △43.9 57.78
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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３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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,749,939株 21年3月期第2四半期 6,983,884株
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当第２四半期累計期間における経済は、日米欧で厳しい状況が続いており、当社グループ連結売上につきまして

も3,457百万円（前年同期比25.8％減）と減収となりました。また、各利益につきましても経費を削減したものの

減収による利益減をカバーできず、営業利益は312百万円（前年同期比50.7％減）、経常利益は289百万円（前年同

期比56.9％減）、四半期純利益は189百万円（前年同期比56.8％減）といずれも減益となりました。 

  

  

当第２四半期末における財政状態につきましては、総資産が7,180百万円（前期末比138百万円増）となりまし

た。これは、主に四半期純利益（189百万円）に加えて、未払法人税等の増加（55百万円）によるものです。 

  

  

  

第２四半期累計期間の実績は、当初の各利益予想値を上回りましたが、第３四半期以降はドル安傾向の強まりか

ら収益性が低下すると見込まれ、現時点では通期の業績予想修正の必要はないと考えております。 

  

  

 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。  

  

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,356,350 2,210,601

受取手形及び売掛金 746,229 1,301,053

商品及び製品 921,065 1,106,211

仕掛品 24,099 35,329

原材料及び貯蔵品 130,915 93,822

その他 313,248 362,836

貸倒引当金 △6,313 △3,136

流動資産合計 5,485,595 5,106,717

固定資産   

有形固定資産   

土地 764,081 761,847

その他 2,211,379 2,162,342

減価償却累計額 △1,747,582 △1,712,749

有形固定資産合計 1,227,878 1,211,440

無形固定資産 6,654 10,457

投資その他の資産 460,254 712,973

固定資産合計 1,694,787 1,934,872

資産合計 7,180,382 7,041,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 331,603 303,305

未払法人税等 94,531 38,896

賞与引当金 118,637 111,587

役員賞与引当金 － 1,048

その他 165,643 224,600

流動負債合計 710,415 679,438

固定負債   

退職給付引当金 27,630 25,243

役員退職慰労引当金 72,634 85,702

その他 24,687 21,590

固定負債合計 124,952 132,536

負債合計 835,368 811,974
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,163,818 5,101,734

自己株式 △334,924 △334,924

株主資本合計 7,051,647 6,989,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,299 △11,733

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △322,283 △377,164

評価・換算差額等合計 △706,634 △759,949

純資産合計 6,345,013 6,229,615

負債純資産合計 7,180,382 7,041,589
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,661,878 3,457,494

売上原価 2,852,404 2,122,116

売上総利益 1,809,473 1,335,378

販売費及び一般管理費 1,174,822 1,022,726

営業利益 634,650 312,651

営業外収益   

受取利息 11,662 10,357

受取配当金 339 225

為替差益 11,668 －

不動産賃貸料 4,849 3,401

投資事業組合運用益 11,037 －

その他 3,510 5,218

営業外収益合計 43,067 19,202

営業外費用   

支払利息 120 318

為替差損 － 38,023

不動産賃貸原価 1,993 1,509

投資事業組合運用損 1,126 1,427

その他 861 652

営業外費用合計 4,101 41,930

経常利益 673,617 289,922

特別利益   

固定資産売却益 960 1,041

貸倒引当金戻入額 2,103 －

特別利益合計 3,063 1,041

特別損失   

固定資産売却損 169 136

固定資産除却損 304 156

役員退職慰労引当金繰入額 2,239 －

特別損失合計 2,714 293

税金等調整前四半期純利益 673,966 290,671

法人税、住民税及び事業税 191,374 89,601

法人税等調整額 43,646 11,673

法人税等合計 235,021 101,274

四半期純利益 438,944 189,396
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 673,966 290,671

減価償却費 45,282 37,748

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,891 1,526

受取利息及び受取配当金 △12,001 △10,582

支払利息 120 318

固定資産売却損益（△は益） △790 △905

固定資産除却損 304 156

売上債権の増減額（△は増加） 229,789 592,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △253,850 205,388

仕入債務の増減額（△は減少） △112,559 △63,354

未収消費税等の増減額（△は増加） 15,829 53,035

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,830 △3,344

長期未払金の増減額（△は減少） △45,294 －

その他 86,216 △63,389

小計 630,073 1,040,223

利息及び配当金の受取額 9,812 9,865

利息の支払額 △120 △318

法人税等の支払額 △338,505 △33,899

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,260 1,015,871

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 △428,475 △613,255

定期預金の払戻による収入 203,800 545,226

有形固定資産の取得による支出 △26,738 △36,517

有形固定資産の売却による収入 1,149 1,664

無形固定資産の取得による支出 △3,368 －

投資有価証券の取得による支出 △151,500 －

子会社株式の取得による支出 △19,357 －

貸付けによる支出 △7,813 －

その他 △11,158 555

投資活動によるキャッシュ・フロー △443,462 △102,327

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 －

自己株式の取得による支出 △334,712 －

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 △462,796 △121,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,870 30,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630,869 822,610

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 16,278 47,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,064,783 2,846,496
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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．当第２四半期連結累計期間の営業費用のうち、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

483,750千円であり、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  3,168,306 583,871 496,455 365,158  46,838  1,246 4,661,878

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,089,723 － － 450,971  －  － 1,540,695

  計  4,258,030 583,871 496,455 816,130  46,838  1,246 6,202,573

 営業利益(又は営業損失）  897,868 44,661 74,770 118,199  2,785  △28,378 1,109,907

  
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  － 4,661,878

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 (1,540,695) －

  計  (1,540,695) 4,661,878

 営業利益(又は営業損失)  (475,256) 634,650
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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．当第２四半期連結累計期間の営業費用のうち、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

376,552千円であり、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  2,243,035 309,426 362,699 206,806  49,568  185,608 100,348

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 755,596 － － 210,480  －  － －

  計  2,998,631 309,426 362,699 417,286  49,568  185,608 100,348

 営業利益(又は営業損失）  589,097 △29,105 △23,608 29,768  3,514  25,884 △4,181

  
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  3,457,494 － 3,457,494

（2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 966,076 (966,076) －

  計  4,423,570 (966,076) 3,457,494

 営業利益(又は営業損失)  591,368 (278,716) 312,651
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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、シンガポール、インド等 

（３）欧州……………ロシア、イギリス、イタリア、オーストリア等 

（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。 

４．第１四半期連結会計期間において「その他の地域」に含めて表示していた「欧州」については、当第２四半

期連結会計期間において重要性が増したため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記しております。な

お、第１四半期連結会計期間における「欧州」の海外売上高は、75,558千円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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、オーストリア等 

（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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  620,359  1,182,685  129,835  70,156  2,003,036

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  4,661,878

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.3  25.4  2.8  1.5  43.0

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  335,739  821,910  158,073  82,718  1,398,442

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,457,494

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.7  23.8  4.5  2.4  40.4

（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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