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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 3,303 △43.2 △231 ― △184 ― △271 ―
21年3月期第2四半期 5,811 ― △102 ― △127 ― △168 ―

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 △47.03 ―
21年3月期第2四半期 △29.17 ―

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 7,413 3,862 52.1 670.09
21年3月期 7,887 4,100 52.0 711.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,862百万円 21年3月期  4,100百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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  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

通期 7,176 △27.0 △355 ― △323 ― △417 ― △72.35



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  無  

(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 
１．平成21年７月30日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。具体的な内容につきましては、４ペー 
  ジ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成21年10月30日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ 
  さい。 
２．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。 

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 6,333,276株 21年3月期  6,333,276株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  569,584株 21年3月期  569,284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 5,763,884株 21年3月期第2四半期 5,764,997株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出が持ち直しつつあり一部に回復の兆しが見られるも

のの、企業収益の低迷を背景に設備投資は減少を続け、住宅投資も低迷が続いています。 

 当社グループに関係の深い建設・住宅業界の冷え込みが続く中、当社グループは顧客対応の充実を図り、販売量の

確保を図るとともに適正な販売価格の維持に努めましたが、受注量の減少と銅価格の下落にともない電線の販売価格

が下がったことなどから、売上高は3,303百万円（前年同期比43.2%減）となりました。 

 利益面につきましては、販売量・生産量の減少に対応させて一時帰休を全部門で実施すると共にコスト削減に努め

ましたが、生産量の減少が大きく収益を圧迫し営業損失は231百万円（前年同期営業損失 102百万円）となりまし

た。また、MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION （フィリピン子会社以下「Ｍ.Ｐ.Ｃ.」と略す）において為替差

益11百万円を計上したことなどにより、経常損失は184百万円（前年同期経常損失127百万円）となりました。なお、

Ｍ.Ｐ.Ｃ.の移転計画にともない建物附属設備の減損損失82百万円を特別損失に計上した結果などから、四半期純損

失は271百万円（前年同期四半期純損失168百万円）となりました。 

［電線事業］ 

 当事業の需要動向に影響の大きい設備投資と建築着工の需要の低迷が続いており、特に建設・電販向けのキャブタ

イヤケーブルの需要は低調に推移いたしました。個別案件の獲得や顧客対応の充実に努めましたが、販売量は需要低

迷の影響を強く受け、前年を大きく下回り、銅価格が前年比約40%下落したことから販売価格も下落したため、売上

高は1,971百万円（前年同期比52.0%減）となりました。 

 利益面につきましては、適正な販売価格の維持と生産性の改善並びに、コストダウンにも注力いたしましたが、生

産量の減少による製品原価の上昇などにより、営業損失は139百万円（前年同期営業利益75百万円）となりました。 

［ポリマテック事業］ 

 当事業に関係の深い住宅建設は、雇用・所得環境の悪化などから、引き続き前年実績を下回る低水準で推移しまし

た。建材・住設分野の拡販や他の分野を含めた新規開拓に注力いたしましたが、受注量全体の落ち込みをカバーする

ことができず売上高は1,099百万円（前年同期比10.2%減）となりました。 

 利益面につきましては、効率性を追求した生産体制へ移行させたことによる固定費の削減と原材料費の低減などに

取り組み利益率を改善いたしましたが、営業損失は51百万円（前年同期営業損失135百万円）となりました。 

［電熱線事業］ 

 電熱線・帯及びステンレス鋼線・帯の需要は、世界的不況や円高などにより昨年秋以降急減し低迷が続いていま

す。このような環境のもと、取扱鋼種の拡大や新規顧客の獲得に注力いたしましたが、需要回復の足どりは重く受注

は減少し、売上高は233百万円（前年同期比51.1%減）となりました。 

 利益面につきましては、一時帰休の実施を含めたコスト削減を進めましたが、売上の減少をカバーするには至らず

営業損失は12百万円（前年同期営業損失10百万円）となりました。 

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２四半期会計期間末の総資産は、 百万円（前連結会計年度末比474百万円減）となりました。流動資産

は、 百万円（前連結会計年度末比330百万円減）となりました。主な要因は、売掛金及び受取手形の減少439百

万円やたな卸資産の減少54百万円と現金及び預金の増加138百万円との差によるものであります。固定資産は、

百万円（前連結会計年度末比143百万円減）となりました。有形固定資産は、取得による増加54百万円がありました

が、減価償却費115百万円や海外子会社の建物附属設備の減損損失82百万円等により 百万円（前連結会計年度末

比142百万円減）となりました。無形固定資産は 百万円（前連結会計年度末比1百万円減）となりました。投資その

他の資産は、投資有価証券の時価評価が49百万円増加したことにより、 百万円（前連結会計年度末比0百万円増）

となりました。 

 負債につきましては、流動負債が 百万円（前連結会計年度末比114百万円減）となりました。主な要因は、賞

与引当金の増加26百万円と支払手形及び買掛金の減少52百万円や１年内返済予定の長期借入金の減少69百万円等によ

るものであります。固定負債は、 百万円（前連結会計年度末比121百万円減）となりました。主な要因は、退職

給付引当金の増加20百万円に対し、長期借入金の減少112百万円や役員退職慰労引当金の減少38百万円によるもので

あります。この結果、負債合計は 百万円（前連結会計年度末比236百万円減）となりました。 

 純資産につきましては、 百万円（前連結会計年度末比238百万円減）となりました。これは、その他有価証券

評価差額金37百万円の増加に対し、利益剰余金271百万円の減少によるものであります。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純損失 百万円を計上いたし

ましたが、売上債権の減少、たな卸資産の減少と仕入債務の減少、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返

済による支出を統合し 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、 百万円の獲得（前年同四半期は261百万円の獲得）となりました。

これは主に、売掛債権の減少 百万円（前年同四半期は113百万円の減少）やたな卸資産の減少 百万円（前年同四

半期は4百万円の減少）に対し、仕入債務の減少 百万円（前年同四半期は174百万円の増加）等によるものでありま

す。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、 百万円の使用（前年同四半期は172百万円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出 百万円（前年同四半期は157百万円の支出）によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、 百万円の使用（前年同四半期は79百万円の使用）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出 百万円（前年同四半期は232百万円の支出）や短期借入金の純減少額

百万円(前年同四半期は50百万円の純増加）によるものであります。  

  

 今後の経済見通しにつきましては、経済対策の効果が期待されるものの、企業収益の減益基調が続くと見られるこ

とや雇用・所得環境の厳しさが続く可能性が高く、住宅投資は低迷が続くと見込まれ、設備投資も設備過剰感が依然

高い水準にあり減少基調が続くと見込まれることから、景気は当面厳しい状況が続くと予想されます。また、原油価

格の上昇や円高など原材料・為替相場の変動等の懸念材料もあり先行きは非常に不透明であります。 

 電線事業の主要販売市場である建設・電販向けの市場が、依然として回復が見通しにくい状況の中、個別案件の獲

得と顧客サービスを更に強化するとともに、建設・電販市場以外への販売強化に向け、新規顧客の開拓と新商品の投

入などを図り、販売量の確保に取り組んでまいります。 

 また、さらなるコストダウンと効率性の追求により、収益性の改善にも取り組んでまいります。その一環として製

品の一部を当第４四半期から順次Ｍ.Ｐ.Ｃ.での生産を計画しており、商品力の向上に努めてまいります。 

 ポリマテック事業では、住宅投資の低迷が続くと予想される中、一層の生産体制の効率化と、トータル的な原材料

のコストダウンを図ることで競争優位性を高め、販売量の拡大に向けた新規案件の獲得と、新規顧客の開拓を推進し

てまいります。 

 なお、主要顧客や日系企業が多く進出しているタイでは、需要が見込まれることから、既存製品を中心に海外事業

展開を図るためタイに子会社を設立し、来年度の中頃から製造・販売を行ってまいります。 

 電熱線事業では、引き続き設備投資が低迷するとみられることから、工業用電熱線の需要の回復は鈍く、また電熱

線商社筋の当用買いの姿勢は継続されることが予想され、さらに円高の進行も強く懸念されること等から、先行き受

注回復の動きは緩慢に推移すると見込まれます。 

 こうした中、引き続きコストの削減を進めるとともに、国内外における新規顧客獲得の取り組みを強化し、早期の

収益改善を目指してまいります。 

 業績予想につきましては、当第２四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数字を修正しております。詳細

は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。 

  

  

 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



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 691,088 552,265

受取手形及び売掛金 2,292,632 2,732,293

商品及び製品 619,704 647,403

仕掛品 161,630 130,750

原材料及び貯蔵品 205,424 263,213

その他 79,236 54,879

貸倒引当金 △2,632 △3,437

流動資産合計 4,047,085 4,377,369

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,899,369 1,899,369

その他（純額） 1,070,912 1,213,363

有形固定資産合計 2,970,282 3,112,732

無形固定資産 15,647 17,225

投資その他の資産   

投資有価証券 318,920 270,717

その他 91,705 139,282

貸倒引当金 △30,314 △29,764

投資その他の資産合計 380,311 380,234

固定資産合計 3,366,240 3,510,193

資産合計 7,413,325 7,887,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 807,100 859,984

短期借入金 800,000 830,000

未払法人税等 19,651 9,707

未払費用 32,668 26,940

賞与引当金 79,790 53,760

その他 678,575 751,792

流動負債合計 2,417,786 2,532,184

固定負債   

長期借入金 694,228 806,260

退職給付引当金 160,246 139,514

役員退職慰労引当金 263,344 301,892

その他 15,515 7,308

固定負債合計 1,133,335 1,254,975

負債合計 3,551,121 3,787,159



（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 1,136,518 1,136,518

資本剰余金 1,133,596 1,133,596

利益剰余金 1,706,603 1,977,659

自己株式 △141,394 △141,353

株主資本合計 3,835,324 4,106,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,107 △20,584

為替換算調整勘定 9,772 14,566

評価・換算差額等合計 26,879 △6,018

純資産合計 3,862,204 4,100,402

負債純資産合計 7,413,325 7,887,562



（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 5,811,988 3,303,989

売上原価 4,966,260 2,685,119

売上総利益 845,728 618,869

販売費及び一般管理費 948,386 850,334

営業損失（△） △102,657 △231,464

営業外収益   

受取利息 245 249

受取配当金 6,641 5,070

受取家賃 7,321 7,045

仕入割引 6,660 4,129

為替差益 － 11,231

助成金収入 － 31,202

その他 5,273 5,942

営業外収益合計 26,143 64,872

営業外費用   

支払利息 14,661 13,143

売上割引 6,715 3,551

貸倒引当金繰入額 － 550

為替差損 29,189 －

その他 718 714

営業外費用合計 51,285 17,959

経常損失（△） △127,799 △184,552

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,428 860

投資有価証券売却益 9,853 1,989

保険差益 － 9,582

その他 276 －

特別利益合計 13,558 12,431

特別損失   

固定資産除却損 4,427 2,096

投資有価証券評価損 12,460 －

減損損失 － 82,977

特別損失合計 16,887 85,074

税金等調整前四半期純損失（△） △131,129 △257,194

法人税、住民税及び事業税 14,536 15,891

法人税等還付税額 － △18,766

法人税等調整額 22,514 16,735

法人税等合計 37,051 13,861

四半期純損失（△） △168,180 △271,055



（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損失（△） △131,129 △257,194

減価償却費 135,090 117,657

のれん償却額 20,846 －

減損損失 － 82,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,031 △255

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,712 26,030

受取利息及び受取配当金 △6,887 △5,319

支払利息 14,661 13,143

売上債権の増減額（△は増加） 113,534 439,810

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,432 55,354

仕入債務の増減額（△は減少） 174,418 △52,798

未払費用の増減額（△は減少） △8,539 5,775

その他 21,615 △32,115

小計 278,299 393,065

利息及び配当金の受取額 6,865 5,277

利息の支払額 △14,572 △13,111

法人税等の還付額 18,241 42,958

法人税等の支払額 △26,909 △11,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,925 416,665

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △157,790 △65,099

投資有価証券の取得による支出 △30,255 △3,313

投資有価証券の売却による収入 16,439 6,503

その他 △471 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,077 △61,910

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） 50,000 △30,000

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △232,880 △181,932

配当金の支払額 △46,370 △239

その他 △177 △4,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,427 △216,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,658 405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,761 138,822

現金及び現金同等物の期首残高 497,820 552,265

現金及び現金同等物の四半期末残高 503,581 691,088



 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．事業区分の方法 

     事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業利益が、電線事業で27,318千円減少しており、営業損失が、ポリマテック事業で5,526千円、

電熱線事業で10,433千円それぞれ増加しております。 

   （追加情報）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、有形固定資産に計上しています一部の機械装置につき

まして、従来、耐用年数を10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より７年に変更しました。この

変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電線事業で14,261

千円減少し、営業損失が、電熱線事業で2,174千円増加しております。 

（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〕

  
電線事業 
（千円） 

ポリマテッ
ク事業 
（千円） 

電熱線事業 
（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  4,110,649  1,223,960  477,379  5,811,988  －  5,811,988

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  2,645  －  2,645  △2,645  －

計  4,110,649  1,226,605  477,379  5,814,633  △2,645  5,811,988

営業利益（又は営業損失）  75,886  △135,584  △10,085  △69,783  △32,874  △102,657

事業区分 主要製品 

電線事業 

天然ゴムキャブタイヤケーブル、合成ゴムキャブタイ

ヤケーブル、架橋ポリエチレンケーブル、溶接用ケー

ブル、制御用ケーブル、プラスチックキャブタイヤケ

ーブル、プラスチックコード、その他  

ポリマテック事業 
硬質押出成形品、軟質押出成形品、高機能特殊チュー

ブ、その他  

電熱線事業  電熱線・帯、ステンレス鋼線・帯、その他 



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．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

  

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

   

 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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。   

  

 該当事項はありません。 

    

  該当事項はありません。 

  

  

  
電線事業 
（千円） 

ポリマテッ
ク事業 
（千円） 

電熱線事業 
（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  1,971,273  1,099,058  233,658  3,303,989  －  3,303,989

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  1,235  －  1,235  △1,235  －

計  1,971,273  1,100,293  233,658  3,305,225  △1,235  3,303,989

営業利益（又は営業損失）  △139,676  △51,149  △12,150  △202,976  △28,488  △231,464

事業区分 主要製品 

電線事業 

天然ゴムキャブタイヤケーブル、合成ゴムキャブタイ

ヤケーブル、架橋ポリエチレンケーブル、溶接用ケー

ブル、制御用ケーブル、プラスチックキャブタイヤケ

ーブル、プラスチックコード、その他  

ポリマテック事業 
硬質押出成形品、軟質押出成形品、高機能特殊チュー

ブ、その他  

電熱線事業  電熱線・帯、ステンレス鋼線・帯、その他 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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